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資料４－２　疑似体験教育事例－２
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資料４－３　疑似体験教育事例－３
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資料４－４　疑似体験教育事例－４
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資料４－５　疑似体験教育事例－５
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資料４－６－１　安全体感教育施設の例－１
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資料４－６－２　安全体感教育施設の例－２
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（２）体験教育
　経験の浅い部分を補うためのＫＹＴや、個々人における危険の感性が養われ職場のリス
クに対する認識を共有する効果のあるリスクアセスメントは、座学だけで内容を理解させ
ることは難しく、特に若年労働者に対しては、実際に体験させ、それを積み重ねることに
より身に付けさせることが必要である。
　また、体験教育そのものではないが、例えば自分の職場で死亡災害が発生する可能性の
あることを認識していない人が多いと思われることから過去の死亡災害や重篤災害の発生
場所、発生原因等を教え、この職場でも死亡災害が発生するという認識を持たせるという
ような教育も重要である。

（３）社外教育
　若年労働者に対する教育において、社外の研修機関を利用することは、社内で行う教育
とは違った視点から職場を見ることで気付きがあったり、慣れの打破や他企業との意見交
換等社内教育では得られない教育効果も期待できるので有効に活用したい。
　また、危険感受性を高めるための講習や資格取得のための研修等については設備等の関
係から外部教育機関を活用することが効率的、効果的な場合がある。

茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

・手書きで覚えさせる。
・基本的な道具が使えない若年労働者が多いため、道工具トレーニングを実施している。
　目的：道工具の基本的な扱い方について、実技を中心に体験学習を行い、道工具使用
　　　　による災害を防止する。
教育項目：ハンマー振り作業（打撃・スパナでボルト締め・弛め）／サンダー作業／

カッター作業（カッターナイフの刃の取替え・ベルトやビニールテープの
切断）／インパクトレンチ（電動）作業（ボルトの締め・弛め）／運搬作
業（長尺物の持ち上げ・移動・下ろす）／はしご・脚立作業（セットし、
固定し、昇降する）

・技量等を発揮できるようなコンクール等の開催も安全知識と技量向上に役立つ。

フォークリフト技能コンクール風景
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（４）教材等
ア　教材作成上の留意点
　テキスト類等教材を作成する際にはイラストや写真などを組み入れ、理解の促進を図
ることが、教育効果を高める上で有効である（資料４－７～４－11参照）。
　また、災害の怖さを教えるため、重大事故の映像等生々しいものを見せるのも一つの
方法である。

資料４－７　テキスト例１
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資料４－８　テキスト例２

資料４－９　テキスト例３
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資料４－１０　テキスト例４

資料４－１１　テキスト例５
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　イ　視聴覚教材の活用
　視聴覚教材（ＤＶＤ、ビデオ、プレゼンテーションソフト等）やＥ- ラーニング等を活
用することも教育内容の理解を促進させる上で有効である。

茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

・本社安全担当部署から送られてきた他社の災害事例について、現場で水平展開しても
らうため、事故の状況だけでなく、災害要因、気をつけるポイント、さらには自分の
職場に置き換えた場合を考慮したコメントを付けている。また、現場でも災害事例は
文字だけでなく、写真を見せ印象づけるよう、伝えるための工夫をしている。
　最近では、写真に簡単なコメントを付けたスライド式の災害事例集を作成し教育資料
としている。

茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

・全社でＥ- ラーニング（１回30分程度）を行い安全に対する意識を高めている。
　現業向けと事業部門向けがあり、現業部門では他社も含めた災害事例をベースになぜ
安全衛生に取り組まなければならないかを学べるようになっている。
・新規入構前に20分程度の基礎教育用ビデオを見せる（例：造船業「元気にただい
ま！！造船現場の安全常識」）。
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（１）ＯＪＴ
　アンケート・ヒアリングにおいて、安全衛生上若年労働者に対して配慮している事項と
して多くの事業場があげたのが「ＯＪＴによる指導」である。若年労働者が実際に仕事を
する中で指導者の指導を受けつつ試行錯誤を繰り返しながら自らの作業に必要な知識、技
能等を身に付けていく実践的な教育であり、集合研修で付与した知識を現場で活かすため
にもＯＪＴの果たす役割は大きい。

　ア　ＯＪＴの担当者
　若年労働者に対して指導する者を決めてＯＪＴを実施している事業場が多い。直属の
監督者が指導に当たるのが一般的だが、教育もかねて「先輩」を指導者としている例も
見られる。
　専門の指導者を置く場合は可能な限り要員の中から置くようにする。また、今後高齢
者雇用が増加することも踏まえ、高齢者に指導者を担当させる等の工夫も行うべきであ
る。

　イ　ＯＪＴで留意すべき事項
　ＯＪＴでは、仕事のやり方等を教えることはもちろんだが、社会人としての常識、礼
儀、しつけに関することなど幅広い内容について現場で教えている例が非常に多い。
　安全衛生について教えるにしろ、それを理解し実行させるためには社会人としての常
識等を身に付けておくことがその前提になるからであろう。
　若年労働者のＯＪＴにおいて留意すべきこと、心掛けた方がよいことは表５－１のと
おりである。 

５　現場での日常指導（ＯＪＴ）等の充実

茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

・その作業に10年以上ついている経験者(30歳くらい)が新入社員の指導員となって１
年間教育にあたる。最初の半年間は、新入社員がその日の疑問点や質問をノートに書
いて指導員に提出し、指導員に返事をしてもらうことで、わからないことをそのまま
にしたり、聞きにくいことを先送りすることがないようにしている。
・専門講師による技能教育を工場内で実施している。
・メンター制度を導入している。
・新入者のチームに人を多く配置して余裕を設け、実際に仕事をしながら技能を伝える
ようにしている。
・技能が向上するまでは補佐役を１人配置し、その場で指導できるようにしている。
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・現場には必ず作業標準書があり、最低でもそれを守らせるべく内容を教え込むととも
に、上司、先輩は見本を示すこと。
・社会人としての常識（挨拶、服装等）や安全衛生の基本となる５Ｓについて指導する
こと。
・積極的に声掛けを行い、対話を多くすること。
・質問をして考えを引き出すこと。
・ミーティングの時間を確保しコミュニケーションを図ること。
・理由、根拠を示してルールを守らせること。
・ルールを守っているか定期的な行動観察等によりチェックを行うこと。
・良い点はほめ、問題点は理由とともに丁寧に教えて改善を促すこと。
・ＯＪＴで教えたことが確実に身に付いて実行されているか、定期的に口頭で聞く等し
確認を行うこと。

茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

＜心構え・意識付け等＞
・やってみせ、やらせてみせる。定期的に目を配る。反省点を話す。その同じ作業を本
人にもしてもらう。
・基礎の基礎から教える。
・きちんと作業できるまでフォローする。
・１人で作業させずに上長が目の届く範囲で監督、指導している。
・おかしいと思ったらすぐ上司・先輩に報告・相談するよう指導している。
・週に数度、教える時間を設ける。
・定期的に上司による作業観察を行い、手順書どおりにやっているか、やりにくい作業
がないかを観察・ヒアリングしている。
・専用ノートに作業終了後、出来事・疑問・質問を記入して、相互のコミュニケーショ
ンを図っている。
・初心者マークのワッペンを付けてもらい監督者や他の作業者が小まめに指示確認をし
ている。
・新人は帽子の色を緑にして周囲の注意が集まるようにしている。

＜技量・習熟度等の評価＞
・経験者（５～７年）を兄貴分として「ブラザー制度（兄弟関係）」を採用して教育及
びフォローをしている（資料５－１参照）。

表５－１　OJTで留意すべきこと・心掛けた方がよいこと
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資料５－１　ブラザー制度の先輩指導員とのやり取りノートの実例
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（２）日常の安全衛生活動
　職場では、５Ｓ活動、ＫＹＴ活動、ヒヤリハット活動、朝礼、ミーティング等々さまざ
まな安全衛生活動が展開されている。
　調査結果を見ても若年労働者の安全衛生意識の高揚のためこれらの活動に工夫を加え若
年労働者を積極的に参加させているところが多い。
　日常の安全衛生活動についてはその目的、趣旨をしっかり理解させた上で参加させるこ
とが重要である。それがないと、いわゆるマンネリに陥ったりやらされ感が先に立ったり
して活動そのものが低調になりかねない。

・スキルマップ（個人力量表）で管理している。一定の力量が認められたら作業を任せ
ている。
・技能の習得状況に応じて徐々に難易度を上げている。
・作業観察による習熟度チェックを行っている。
・スキル評価制度を導入し、工程訓練者を明確にすることで、技術知識の指導を行って
いる。
・技能の伝承のための「技能塾」を開催している。座学とともに旋盤やドリルの使い方
などの実技を学ぶ場となっている。技能塾で扱うテーマ等については、リーダー、班
長を集めた企画委員会で検討している。

　＜社会人としての常識＞
・服装のチェックを行っている（着帽等）。
・出社退社時の挨拶や作業時と休憩のメリハリを指導している。
・仕事中の私語の禁止を指導している。
・携帯電話の作業中使用禁止を指導している。

技能塾の活動風景
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茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

・しつけ面での活動として「３点セット活動」を展開している。最低限のルールをキチ
ンと守れることが、他のルール遵守の土台となるという考え方から実践している。
　毎年自己申告のアンケートで、何ができていないか、できていない部分はどうすれば
できるようになるかを掘り下げて検討し、具体的に改善（例：手摺を新設する、指差
呼称をするために立ち止まる場所に足型の表示を新設する等）に着実につなげている。
さらに、仲間への思いやり、共生型職場の土壌を作るため資料５－２に示す「３点
セット活動」に取り組んでいる。両者とも現在はほぼ１００％の実施となっている。

・月２回の現場パトロールの際、事務局以外に現場の若い労働者にも参加させ、普段と
違った視点で職場を見ることで、作業環境をよくすることの大切さを学ばせ、安全へ
のモチベーションを高める一助としている。
・各課で不定期に安全観察を行っている。一人の作業を２名程度の人が一定時間をかけ
て行動観察するものである。この際悪い部分を指摘するだけでなく、良い部分を見つ
けてほめることも重視している。そのためには立ち止まって、作業者にその場で「声
かけをする」「会話をする」ということを通じて、作業している人自身の言葉を引き
出すようにしている。その中で自ら問題点に気づかせ、自分の言葉で解釈することで
約束事を守らせるよう導くようにしている。
・月に１回、職場でミーティングを行う。
・班会議を定期的に実施している。
・各グループが毎日朝礼にて行動指針の朗読を行い、一人ひとりの価値観を一定レベル
へと向上させるようにしている。
・月初めの朝礼で、安全に関する社長報告を行ったり、KYT演習（デモ：従業員の前
でKYTやTBMをやってみせる）等を行っている。
・毎月部署長から安全に関するメッセージを発信している。

資料５－２　３点セット活動
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（３）上司・先輩に対する教育
　若年労働者を指揮監督する上司（管理者や監督者等）や日常的に指導する先輩に対する
教育も若年労働者の労働災害防止を進める上でのポイントである。特に日常的に若年労働
者と接触する監督者は、作業全体の状況を監視・監督する直接の責任者であり、安衛法も
特定の業種の新任職長に対しては所定の安全衛生教育を行うことを義務付けている（安衛
法第６０条、安衛令第１９条、安衛則第４０条）。
　また、法定の教育だけでなく、安全衛生はライン管理者の責任であること、上司・先輩
の責任の認識が重要なこと、先に述べたＯＪＴの充実のためにも指導者育成が不可欠であ
ること等上司・先輩に対する教育は、若年者の労働災害防止を図る上で非常に重要である。
　管理監督者として必要な安衛法の条文について教育することはもちろんであるが、管理
監督者としての責任を認識させるため、万が一安衛法違反に問われたとき、場合によって
は事業場において事業者のために行為するそれぞれの職責にある者（工場長、部長、課長
等）が職務の内容、職責の程度によって処罰の対象になり得るということを教えることも
必要に応じて行ったほうがよい。また、民事的には安全配慮義務違反で会社が損害賠償を
負うこともあることも併せて教えておくことも必要である。
　安全衛生に関する企業の責任についての管理職研修資料の実例を資料５－３に掲げる。

　また、派遣労働者を使用している場合は、派遣先が実施すべき安全衛生上の措置について
も教育しておく必要がある。
　これらのほかに、部下の面倒を見ることが管理監督者の仕事であること、嫌がられても言
葉に出してやっていけないことは伝えることなど基本的な管理監督者の心構えを認識させる
ことも不可欠である。
　管理監督者として教えておくべき若年労働者への対応の例を資料５－４に掲げる。

資料５－３　企業の責任に関する管理職研修資料の例
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　さらに、安全衛生に限らず業務を円滑に進めるためにコミュニケーションのとり方や部
下指導の方法等を職長教育や階層別教育等の中で教えることも部下指導の効果をさらに高
めることに役立つ。
　実施時期については、管理者や監督者に昇任した時の研修の中で行うほか、例えば入社
１０年目クラスの者に対する安全衛生教育の中に部下・後輩への教育のやり方などを含めて
行うことなども考えられる。

（４）コミュニケーション教育
　昨今、若年労働者のコミュニケーション能力の低下が問題となっている。これまでも、
コミュニケーションの欠如や稚拙さが原因で多くの産業事故が起きてきた。よって、職場
における若年労働者のメンタルヘルス対策を含めた労働災害防止に対しては、円滑なコ
ミュニケーションを図るという視点が不可欠である。そのためには、職場の上司は若年労
働者へのコミュニケーション教育の導入を検討する必要がある。危険体感訓練やOJTな
どの啓発的かつ技術的な教育訓練の内容だけでは、労働災害防止の本質的な解決にはなら
ない。
　適切なコミュニケーション教育が実施された場合の効果としては、若年労働者の労働災
害事故の低減、労働意欲（モチベーション）の向上及び職場全体の活性化などがあげられ
る。また、近年増加しているメンタルヘルス不調者への予防・対策としても重要な取組に
なる。以下は、コミュニケーション教育の技法とコミュニケーションの図り方である。
 

資料５－４　管理監督者として教えておくべき若年労働者への対応例
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ア　コミュニケーション教育の技法（組織開発トレーニング）
　職場のコミュニケーションを円滑にすることを目的として、職場単位を対象とした組
織診断を行う。問題点を発見し全員で分析、目標設定、役割決定のうえ実行し、職場組
織の体質改善を行うとともに、価値ある組織風土の形成を目指す。具体的手法としては、
感受性訓練、職場ぐるみ訓練、チームビルディング訓練等がある。
　具体的な上記３点の違いは、以下のとおりである。
①感受性訓練
労働者の職務態度の変容を目的とした体験学習技法のひとつである。若年労働者の職
場での人間関係におけるこだわりや固定観念を排除して、自己理解、他者理解、職場
理解などが深められる。
②職場ぐるみ訓練（ファミリー・トレーニング）
職場ぐるみ訓練の技法は、職場単位による全員での参加・討議・実行を行い、職場ぐ
るみの取り組みをしているところに特徴がある。職位や年齢に関係なく、職場全体で
のコミュニケーションを活発化させるためには有効である。
③チームビルディング訓練
訓練参加者の職場における役割を明確化して、職場をひとつの強固なチームに作り上
げていく訓練である。コミュニケーションの活性化に加えて、職場組織の一体感や連
帯感も醸成される。

　以下では、近年、組織開発の手法として注目を集めている「チームビルディング
(team building)」について述べたい。集合研修の手法は数多く存在するが、研修効果や
研修参加者の満足度の観点から、参加型手法を採用するチームビルディングを実施する
組織が増加している。その際には、プロのファシリテーター（変革推進者）が空間を効
果的にマネジメントする役割を演じながら研修が展開されることが多い。企業組織にお
いてチームビルディングを実施する場合は、新入社員・ミドル社員・幹部社員などの対
象を限定した階層別研修や、上司と部下が混在した状況下で職場（部署）を研修単位と
して実施する部署別研修など、その実施の形態がバリエーションに富んでいるのも特長
的である。いわゆる、若年労働者の技術教育ではなく、社会人としての生き方・働き方
を学ぶ機会を提供し、職場がひとつのチームとして強固になることを目指す研修のスタ
イルである。 

コミュニケーショントレーニングの風景
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イ　コミュニケーションの図り方
　具体的なコミュニケーションの図り方（方法）については、精神医学を基盤とした交
流分析の考え方が有効である。これは対人間コミュニケーションの原則でもある。以下
では、代表的な考え方である「ストローク」について述べる。
　ストロークとは、「ある人に働きかける」という意味で主に用いられる言葉である。同
僚に話しかけたり、挨拶したりすることはすべてストロークといえる。ストロ－クはす
べての人間関係の基本だと位置づけられている。とりわけ、職場において世代間や職種
間に隔たりが感じられる場合、また若年労働者のコミュニケーション能力の向上への取
り組みに対しては、ストロークの送り方と受け方を考慮する（訓練する）ことが望まれ
る。
　ストロークの種類については、以下の３つの観点から区別することが可能である。①
「身体的ストローク」と「精神的ストローク」、②「ポジティブ・ストローク」と「ネガ
ティブ・ストローク」、③「条件つきストローク」と「無条件のストローク」の３つであ
る。身体的ストロークはタッチ・ストロークとも呼ぶ。実際に身体的な接触をしない他
者への目配せなどの非言語的な働きかけもストロークであるので、ストロークを言語的
と非言語的とに分けることもできる。しかし、交流分析では実際に身体に触れるか否か
でタッチ・ストロークと精神的ストロークの二つを区別するのが通常である。
　また、身体的ストロークと精神的ストロークにも、肯定的または否定的なものがある。
例えば、温かい肌の触れ合い、心温まる言葉、親しみのこもったジェスチャーなどは、
ポジティブなストロークである。それに対して、殴る、叱る、睨むなどはネガティブな
ストロークといえる。
　さらに、ストロークには、その人が存在していることそれ自体に与えられる「無条件」
のストロークと、その人の行動や行為あるいは属性などに与えられる「条件付き」のも
のがある。これをポジティブ・ストロークとネガティブ・ストロークと組み合わせると、
次のような４つの分類ができる。
(a) 無条件のポジティブ・ストローク：「君が気に入っている！」
(b) 条件付きのポジティブ・ストローク：「仕事に一生懸命に打ち込んでいる君は好意
を持てる」

(c) 条件付きのネガティブ・ストローク：「仕事中にサボるような君に好感は持てない」
(d) 無条件のネガティブ・ストローク：「とにかく君が気に食わない！」というように
なる。
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　このようなストロークの考え方は、現在の（ビジネス）コーチングの基礎となってい
る。従業員の主体性や自発性を誘発させるために、近年ではコーチング(coaching)と
いう手法を導入している企業が多い。「指示命令型」から「質問型」へ若年労働者への指
導の方法を変えることによって、個人のヤル気や能力を向上させるというものである。
自分自身の意思決定によって苦難を乗り越える術を体得するには、「若年労働者が自分
自身で熟考して問題解決に向けて実践する」という一連の流れが大きな意味をもつとい
う考え方である。

＜参考文献＞
水野基樹稿「職場のコミュニケーションを考える―組織論の視点から―」『労働の科学』労働科学研
究所編、67巻2号、2012年、4-9頁。
水野基樹稿「企業に生かすスポーツ心理学(18)―絆の強いチームを作るためのチームビルディング
―」『労働の科学』労働科学研究所編、第64巻9号、57頁、2009年。
水野基樹稿「企業に活かすスポーツ心理学(21)―対人間コミュニケーションにおけるストローク―」
『労働の科学』労働科学研究所編、第64巻12号、2009年、47頁。

図５－１　ストロークの分類
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　本調査研究においては、若年労働者の労働災害防止対策として安全衛生教育をその中心と
してきたが、不安全行動等に対してはまず機械設備面の対策の充実を図る必要がある。その
際に人間工学の活用を図ろうというのが、第６章の趣旨である。
　従来、人間工学分野では、高年齢労働者については、その身体的機能の低下などに着目し
た安全対策が多面的に講じられているが、若年労働者については身体的機能よりも、知識や
経験・技能などの不足、さらに危険感受性が低かったり、危険敢行性が高いなどの行動の特
性（41ページ図４－１参照）に着目した機械設備的対策を検討していく必要がある。

（１）若年労働者の運動能力と行動特性
　10歳代後半から20歳代にかけての身体能力は人生におけるピークにある。この若年労
働者のもつ活力を大いに活用し、職場全体の活性化を図ることが望まれる。
　ただし、学校を卒業したばかりの新入社員、あるいは職場経験が十分でない若年労働者
は職場に存在する多様なリスクに気づきにくいことが知られている。若年労働者は危険感
受性が概して低い。学校や家庭生活で体験する危険と、職業生活において職場で体験する
危険では、質・量ともに大きな差がある。ところが、多くの若年労働者には職場でのリス
クに対応できるだけの能力が、家庭や学校生活で十分に培われていないことを考慮しなけ
ればならない。
　若年労働者は危険感受性が低いので、危険敢行性（リスクテイキング）も高くなる関係
が事故防止にとって重要である。若年者の場合、意図的なリスクテイクももちろんあるが、
それよりは、経験不足によるリスクテイクの方が多いと言えそうである。

　近年、若年者において身長、体重に代表される体格の向上は顕著である（表６－1）。

　文部科学省：平成23年度体力・運動能力調査報告書、2012年10月

　第１章でみたように、最近、若年者の柔軟性や敏捷性は向上しているが、筋力と持久力
の低下が明らかである（６～８ページ）。
　身長が伸び、筋力が低下すれば、生体力学的な関係をみても、作業姿勢や重量物の取扱
いに起因する腰痛のリスクが大きくなっていると見ることができる。肘高ルール＊を適用

６　若年労働者の行動特性に対応した人間工学的対策

表６－1　19歳男女の体格の変化

測　　定　　年年齢・性別
区　分

測定項目
2010年1990年1960年1930年1900年

171.0171.4166.4162.3160.019歳男子
身長　cm

158.4158.4154.8151.0147.019歳女子

63.863.257.054.853.019歳男子
体重　kg

51.251.350.349.049.019歳女子
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するためにも、高さ調整のできる作業台の使用によって、作業姿勢の改善を図ることが必
要である（図６－1）。
＊肘高ルール：作業面高は、立位作業、座位作業ともに作業者の肘の高さに合わせることで、肩や前腕、

さらに腰の負担が最小になる。　

（２）若年労働者の行動特性に対応した人間工学的対策
ア　人間工学とは
　人間のさまざまな特性（身体・運動能力、知覚・認知機能、ストレス耐性、時間特性
ほか）にあった機器設計や作業方法をデザインすることを人間工学とよんでいる（図６
－２）。そうした人間工学的に配慮された職場で働けば、若年者も高齢者も「働きやす
い」ので、「作業が楽」（負担が少なく）で、かつ「エラーが少ない」。結果的に「高品質、
高生産性」が達成され、同時に労働者の安全、健康が確保されることになる。

　図６－１　作業面の高さ調整等によって作業姿勢の改善を図った例

（日本自動車工業会　JAMAGAZINE 39巻12号、2005.から）
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イ　人間工学はユニバーサルデザイン
　人間工学の最も基盤的な考え方の一つは、「ユニバーサルデザイン」ということである。
これは老若男女の区別なく、誰にとっても安全で、使いやすい機器の設計と改善をめざ
している。一例をあげれば、視覚機能が衰える高年齢者用に作業場を明るくすれば、そ
のことによって高年齢者だけでなく、その職場で働く全員が恩恵をこうむる。このよう
な人間工学的な設計や改善は、通常、若年者向けではなく、むしろ高年齢者用に意図し
たものが、結果的に若年者を含めすべての世代にとって使いやすくなっている。

ウ　若年労働者の行動特性に対応した人間工学的対策例
①危険箇所の可視化
危険箇所をカバー等で囲ってしまうことで、結果的にブラックボックス（暗箱）化し
てしまわずに、例えば、安全カバーを透明なものにする。あえて危険な箇所を可視化
することで、若年労働者の危険感受性を喚起し、カバーをはずして作業することがな
いようにする。
地下鉄サリン事件のとき、駅のホームからゴミ箱を撤去したり、一時的に使用禁止の
措置をとったことがあった。その後、大きなゴミ箱の側面が透明になって、廃棄した
ゴミの中身を見えるように改良してから再配置された（図６－３）。
ゴミ箱に危険物が投入されないような配慮だが、こうすることで、廃棄物の分別化が
容易になったというサブ効果を生んだと聞く。どちらかといえばマナーの悪い若年者
がいるといわれるなか、人間工学的な効果といえるケースである。

図６－２　人間工学導入のメリット
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②「過度」のチェック
若年労働者は、「加減」を知らないまま就労するので、人によっては頑張りすぎて、健
康を害することや、疲労回復が不十分な状態のときに、往々にして事故やヒヤリハッ
トを起こすこととなる。
若年労働者はプライベートにおいてもパソコンやゲーム等の使用時間が長くなってい
ることに加え、スマートフォンなどを持ち歩き、通勤途上においても表示画面を凝視
していることが実態である。業務中の長時間使用による視覚負担の問題を含め、こう
した「過度」の使用に対して、当面「ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイ
ドライン」（厚生労働省、2002年）を準用することは重要である。
若年者たちが過重労働にならないよう労働基準法や労働安全衛生法などの法令や就業
規則などを教育することや、ワーク・ライフ・バランスの実践、とりわけ睡眠時間の
確保についての重要性を共有すべきである。
若年者にとっては、配属された部署において業務に必要なスキルの向上をめざすこと
は基本である。さらに、職場の仕事を覚えるのと同時に、日々、どのように働き、ど
のようにリフレッシュすれば、仕事が楽しくなるか。これを「生活技術」と呼ぶとす
れば、就職初期に生活技術を身につけることが重要である。図６－４に、夜勤者の職
場で検討してほしい生活技術の例をリストアップしてみたが、「ソフトの人間工学」と
いってよいかもしれない。生活技術を知ることで、職場に現に存在する多様なリスク
への気づきと、そのリスクを回避するための「もうひとつの技術」と考えたい。

図６－３　ゴミ箱の中の見える化による危険物の廃棄防止を図った対策例
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③危険敢行（リスクテイク）の芽を摘む
若年労働者は危険感受性が低いので、危険敢行性が高い傾向にある。何がリスクなの
かの認識が低いために、ついやってしまう、つまりリスクテイクするのである（図６
－５）。職場において、何がリスクテイクなのか、若年者を交えたグループワークをす
すめたい。ポイントは、リスクテイクの芽を摘むことである。

図６－４　若年者に望まれる生活技術の一例（夜勤者の場合）

図６－５　日常生活におけるリスク・テイキングの例
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④アフォーダンス
「アフォーダンス」をインターフェイスの設計に生かすことによって、よいデザインの
もの（道具や機器）を作ることができるといわれている。今後、アフォーダンスを考
慮した安全設計が重視されるだろう。では、アフォードとは何か。
例えば、今、目の前に椅子が置いてあるとする。このときこの椅子は特に「座れ」と
字が書いていないのにもかかわらず、この椅子は座れるものだと分かる。
これはこの椅子自身が「座る」ことをアフォードしているからである。次に例をあげる。
・椅子や机等の平らな場所は「座る行為」をアフォードする。
・ドアの取っ手は「手前に引く行為」をアフォードし、取っ手がないドアは「押す行
為」をアフォードする。
・隙間は「指を入れる行為」をアフォードする。 
といった具合である。図６－６にワンボックスカーのドアの取っ手を示したが、前
（助手席）の取っ手をみれば説明されなくとも、取っ手を手前に引いてドアをあけるし、
後部座席の取っ手をみれば、万人が横に力をかけ、ドアをあける。これがアフォーダ
ンスである。

図６－６　ワンボックスカーのドアの取っ手にみるアフォーダンス設計の例
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　若年労働者は一般的には中高年労働者よりも体力があり疾病罹患率も低いと考えられる。
一方、最近の若年労働者は以前に比べ基礎体力が低くなっているという声もあり、また、学
生時代の不規則な生活の影響から体調を崩しやすい面も見られる。さらに、最近は若年労働
者の「心の弱さ」が目立つという指摘もある。
　このようなことも踏まえ、若年労働者の健康管理については次のような点に留意する必要
がある。
　また、健康に異常を感じたときは早く上司に申し出るよう指示することも大事である。申
し出が遅れると病気にならずにすんだものが病気になったり、病状を悪化させたりすること
があるからである。一方、上司は、申し出の内容によっては必要に応じ産業保健スタッフ等
と連携をとるなど適切な対応を行うことが重要である。これは若年労働者本人の健康管理の
みならず上司自身のメンタルヘルス管理にも繋がるものである。
　　　
（１）日常的な健康管理
　若年労働者には、まず自分の健康は自分で守るということが社会人の責任であることを
十分自覚させることが必要である。その上で、健康を維持するための生活管理についても
指導をしていく。

　ア　規則的な生活リズムの指導
　学生から社会人になり大きく変わるのが生活のリズムである。規則正しい生活により
健康を保持することは社会人としての第一歩であることを教えなければならない。また、
寝不足、飲み過ぎ、朝食抜きなどの不摂生も病気やけがにつながりかねないので日常的
に注意する必要がある。
　また、働き方の多様化が進む中、長時間労働に伴う脳血管疾患や虚血性心疾患等の健
康障害やメンタルヘルス不調を生ずるケースの増加が深刻化していることも踏まえ、若
年労働者に対しても過重労働に対する適切な対策を強化していくことが必要である。

　イ　その他の指導
　調査の中で健康管理上特に若年労働者に配慮している事項として、食生活指導、イン
フルエンザ予防、熱中症対策等があげられている。
　また、禁煙教育等の喫煙対策も若年時から行うことが健康管理上有効である。

７　若年労働者の健康管理の基本的考え方
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　健康管理に関する新入社員教育テキストの例とインフルエンザに関する教育資料の例
を次に掲げる。

茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

・場内パトロールで体調等を目視している。
・健康チェックリストをつけている。
・産業医、保健師、看護師による面談、指導を行っている。
・生活習慣病予防のための教育を実施している。
・食生活指導を行っている。
・朝礼で顔色、体調を管理している。

資料７－１－１　健康管理に関する新入社員教育テキストの例－１

健康管理について

健康は、家庭人、社会人としての個人の幸せづくりにとって大変重要であると
ともに、企業人という立場に立っても、企業の活力を維持し、創造性を増進す
るために重要です。

健康は・・・毎日の生活の心がけの蓄積です。
失ってからでは取り返しがつかない。自分の身は自分で守る。
若いうちからの食生活を含めた生活習慣を整えることが大切です。

健康診断を受けましょう

定期的な健康状態の確認として、健
康診断は必ず受診しましょう。
健康診断の受診は、法に定められた
労働者の義務です。
（労働安全衛生法第66条第5項）

特定保健指導を受けましょう

生活習慣病（心臓病・脳卒中・糖尿
病等）の予防を目的に実施していま
す。特定保健指導では、対象者自身
が健診結果を理解して自らの生活
習慣を変えることができるように
支援することとしています。
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資料７－１－２　健康管理に関する新入社員教育テキストの例－２

資料７－２　インフルエンザに関する教育資料例

健康管理について
当社では、会社・労働組合・健保組合の３者協働事業として、「生活習慣　変えて
のばそう　健康寿命」のスローガンの下、2002年からヘルスプラン２１に取り組ん
でいます。

生活習慣病
（毎日の良くない生活習慣の積み重ねにより
生じる疾病…心臓病・脳卒中・糖尿病等）

日本人の死亡原因の2/3近く
を占める
⇒若いうちからの予防が必要

ヘルスプラン２１活動では、一人ひとりが出来るだけ早い時期から、自らの食生活や、
運動、休養、嗜好などの生活習慣を見直し、生活習慣病の一次予防を通じての「生
活の質（Quality of Life）の向上」と「健康企業」の実現を目的としています。

2012年度より、次期活動である「ヘルスプランステージⅡ」がスタートします。
生活習慣病の予防を通じて自分の身を守るため、活力ある生活を送るためにも、積
極的に活動に参画しましょう。
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（２）健康診断
　職場における健康診断は労働者の安全と健康を確保する目的で行われること、継続的に
健康状態を観察し健康を確保していくことは、自らのためであるとともに適正な労働力を
提供するための働く者の責任であることを認識させる必要がある。
　また、有害な業務に従事する者は特殊健康診断を受ける必要があることは次項の有害物
の取扱いとも関連し教育しておかなければならない。

（３）有害物取扱い作業への対応
　有害物は生産現場だけでなく、少量ではあるものの日常生活でも使われていることが多
く、慣れなどから取扱いがおろそかになることもある。しかし、多くの有害物による障害
は長い時間をかけて進行するので、若いときから衛生対策の重要性を認識させ、安易に取
り扱うことのないよう指導することが肝要である。
　業務上化学物質等を取り扱う場合は、必要に応じ特別教育等を行うことはもちろん、
（Ｍ）ＳＤＳ＊や作業手順書に定められた取扱い方法などについても教育しなければならな
い。

　＊（Ｍ）ＳＤＳ：(Material) Safety Data Sheet（(化学物質等)安全データシート)
　（Ｍ）ＳＤＳ制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため「化学物質又はそれを含有
する製品」を他の事業者に譲渡又は提供する際に、(Ｍ)ＳＤＳ((化学物質等)安全データシート)により、その
化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供する制度。

　
（４）有害作業等への対応
　騒音、振動、暑熱等の有害作業や重量物取扱い業務等代表的な労働衛生対策業務につい
ては、作業管理、作業環境管理及び健康管理の３管理を徹底するとともに、必要な労働衛
生教育を施す等適切な対応を行わなければならない。
　また、女性労働基準規則等により妊婦・産婦等の女性に対して就業が制限されている業
務があるが、妊婦・産婦には若年労働者が多いと考えられることから、十分留意する必要
がある。

（５）メンタルヘルス対策
　最近の若年労働者には“キレやすい、あきらめが早い、喜怒哀楽の起伏が激しい”等
「心の弱さ」が目立つという指摘がある。メールなどで情報交換を行い対面コミュニケー
ションが苦手という若者が、職場における対人関係のストレスに弱く、メンタルヘルス不
調に陥ることもある。
　多くの事業場で全従業員向けのメンタルヘルス教育を行っているが、雇入れ時教育の際
にメンタルヘルス教育を実施したり、メンタルヘルスについての事業場としての取り組み
（ストレスチェック、相談窓口、研修等）についての説明等を行うことが重要である。
　参考資料として、新入社員にメンタルヘルス教育を行う際の留意事項について資料７－
３に示した。



７　若年労働者の健康管理の基本的考え方

75

資料７－３　新入社員にメンタルヘルス教育を行う際の留意事項

　また、メンタルヘルスに関する新入社員教育用資料の例を資料７－４、資料７－５に掲
げる。

新入社員にメンタルヘルス教育を行う際の留意事項
１　教育担当者が最近の若者の仕事に対する考え方を理解する
　　　最初から考えを否定しないこと
２　企業の方針、理念を教える
　　　企業の一員としての自覚と誇りを促す
３　職場の一員としての役割と協調性、経験の必要性
　　　学生生活との違い、多様な経験とキャリア形成
４　コミュニケーション能力を伸ばす
　　　講師が新人の意見を聴くこと、真摯に応えること
５　講話型だけでなく、参加型の教育を取り入れる
　　　グループ討議は他者理解と自己理解を深め、孤立感を軽減
６　新人を直接指導する上司に対する教育も必要
　　　仕事の指導だけではなく精神面のサポートも必要
７　メンタルヘルス不調のサイン、好発時期、対処法
　　　予防、早期発見・早期対処の必要性を伝える
８　事業場内の相談体制、支援体制の構築と広報
　　　１人で考え込まないこと、相談することの重要性を伝える

（永田頌史「若年労働者、特に新入社員のメンタルヘルス対策」・安全と健康2008年11月号）
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メンタルヘルスについて
心の健康づくりを推進するためには、働く方自身がストレスに気づき、これに対処
するための知識・方法を身につけ、それを実施することが重要です。
（セルフケア⇒自分の身は自分で守る）

ストレスとうまくつきあう

ストレスは全てが悪いわけではなく、適度なストレスは心を引き締めて、仕事の能
率を上げたり、心地よい興奮や緊張を与えてくれます。ストレスとうまくつきあ
うためには、自分に過剰なストレスがかかっていることに早く気づくこと、そして
自分に合うストレス対処法を見つけて実践することが大切です。

ストレス対処法の例

ストレッチなどのリラクゼーションを行う。
規則正しい生活を心がけ、睡眠を十分とる。
親しい人たちと交流する時間をとる。
仕事に関係のない趣味を持つ。
適度に運動をする。　etc

資料７－４　メンタルヘルスに関する新入社員用教育資料例－１

資料７－５　メンタルヘルスに関する新入社員用教育資料例－２

メンタルヘルスについて
ストレスの初期症状・・・こんな状態はありませんか？

（身体）肩・首すじのこり、目の疲れ、胃のもたれ、不眠等
（行動）作業能率の低下、業務ミスの増加、だるい、疲れやすい等
（心理）意欲の低下、情緒不安定、イライラ、不安、憂鬱等

ＥＡＰとは

心とからだの健康診断を行う外部機関で、臨床心理士など専門家が対応します。
相談内容が会社に通知されることはありません。おかしいと思ったら、一人で悩
まず気軽に相談しましょう。

愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇

空
空
空
空
空

偶
偶
偶
偶
偶

不調だと思ったら・・・ストレスを一人で抱え込まない。
上司、同僚、事業所内産業保健スタッフ、外部機関（ＥＡＰ）に相談
しましょう。（メンタルヘルス疾患は誰にでも起こりうる心の病です）

自分自身のストレスの状態を知ることが重要です。
上記の初期症状があれば要注意！

メンタルヘルスも初期治療が重要です。
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茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

・朝礼での声掛けを行っている。
・始礼時に顔を見てチェックしている。
・長時間労働の抑制。疲労蓄積度チェックシート（http://www.jisha.or.jp/web_chk/
　td/index.html参照）等を活用したり、日頃からの目配りを心掛けている。
・仕事の悩みはすぐに上司へ相談するよう指導している。
・毎月、心の健康状態を本人に聞いている。
・ライン管理職向け研修を実施し、管理者の役割を明確に伝えている。
・産業医、精神科医による相談室の実施やメールによる相談体制も整えている。
・衛生委員会でメンタルヘルスについて労使で積極的に議論をしている。
・外部委託会社の産業カウンセラーと会社を通さず電話相談や面談ができるシステムを
導入している。
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　今回の調査結果によると、作業経験が５年未満の経験が浅い労働者についても災害の発生
傾向、事故の型、不安全行動別の発生原因、労働災害の発生を誘発する要因等は若年労働者
と同様の傾向を示している。
　経験の浅い労働者と若年労働者では年齢差、社会経験の有無・長短、他業務の経験の有無
等の違いはあるが、業務に不慣れであるという点では共通しており、若年労働者への対応を
参考にして対策を講ずることが効果的と考えられる。
　ただし、他業務での経験があるがゆえの思い込みがあったり、危険の感じ方や感覚が異な
る場合もあるので留意する必要がある。
　「転属者」を対象とした安全衛生教育は必ず実施しなければならない。
　なお、「経験の浅い」労働者という視点からは次のような事項にも留意する必要がある。
　・構内協力会社の従業員は相対的に中途入社が多い。したがって、高年齢者であっても経
験が浅いということから、若年層に行っている教育と同様の教育を協力会社と連携をと
りつつ実施すること。

　・今後高齢者の雇用の増加に伴い、関係会社や子会社へ６０歳前後で配転になるケースが増
加することが予想される。このような者はベテランといえども配転先では新入社員であ
り、配転先において新入社員と同様の教育を実施することが必要であること。また、送
り出す親会社においては、配転先での心構えを教育する等の配慮を行うこと。

８　経験の浅い労働者への対応

茅栢 事業場における実例（ヒアリング・アンケートから）栢茅

・経験の浅い人にヒヤリハットが多いこと等から転属５年未満に対するフォロー教育を
実施している。改めてひきしめるために時間と場所を設けて、リフレッシュさせる意
味も含めて教育する機会を作っている。
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学校教育、家庭教育に求めるもの ～ 委員会からの提言
絹 県牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽
　本調査研究を進めていく中で、多くの委員、ヒアリングやアンケートに協力していただい
た事業場等から学校教育、家庭教育に対する意見・要望の声が聞かれた。
　労働安全衛生については、若年労働者を採用した企業サイドで問題解決のための努力をし
ていくべきことは当然のことであるが、委員会で議論された事項を企業側の１つの考え方と
して参考までに付記することとする。

　第１は、最低限の挨拶や人としての社会常識・マナーなどについて、学校や家庭で就職前
に教えておいてほしいということである。例えば挨拶はコミュニケーションの始まりであり、
職場では欠かせないものである。大きな声で「おはようございます。」とお互いに声を掛け合
うことが明るい風通しの良い職場風土づくりにつながり、ひいては安全な職場づくりにもつ
ながる。この「挨拶」については本来学校や家庭で日常的に行っていればよいのだが、実際
にはこれができていない若者が多い。就職してから企業が「挨拶」について指導している実
態もある。社会常識やマナー、そしてルールを守ることの意味、大切さ等々についても同様
である。基本的な常識、マナーについては学校教育、家庭教育においてしかるべく指導して
おいていただきたいというのが企業側の気持ちである。
　第２は企業は本来営利を追求する組織であり、決して教育機関ではないということである。
業務に関連して必要な知識・技能の付与については安全衛生も含め企業として必要なもので
あり積極的に取り組んでいる。しかし、当然知っているべきと思われることが学校で教えら
れていないこともある。例えば工業高校の卒業者でもドライバーやスパナの使い方を知らな
い等、以前は知っていて当たり前と思っていたことが当たり前でなくなっている。また、ナ
イフや彫刻刀を使ったことがないという若者が多くなっている。これらのことは、危険に対
する感受性の鈍化にもつながるものである。危ないものを使わなければ「安全」かもしれな
いが、危ないものを危ないと感じるという感受性を学校や家庭で育てることが本当の「安全」
につながることを考えてもらいたい。
　第３は、第２で述べたこととも関連するが、学校教育の中での安全衛生教育をさらに充実
させてもらいたいということである。現状では全てとは言わないが安全衛生教育の大部分を
企業が担っている。企業が生産活動を行っている以上、その業務に係る安全衛生教育を企業
が責任を持って行うのは当然であるが、学校教育の中で基礎的な安全衛生教育を実施するこ
とは企業における安全衛生教育をスムーズに進め、効果をより高めることになると思われる。

　　付録



付録

80

　本調査研究で実施したアンケートにおいて若年労働者の労働災害の不安全行動
別の発生原因を５つまでの複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「その他の
不安全な行為」、次いで「誤った動作」、3番目に「保護具・服装の欠陥」であった。
　これは、全年齢の傾向とほぼ同様であったが、全年齢で9位の「不安全な放置」
が若年労働者では7位と比較的順位は高くなっていた。

＊参考：若年労働者の労働災害防止のための安全衛生管理手法の開発に関する調査研究中間報告書
　（中央労働災害防止協会:2011年）

不安全な行為①
～所定の道具を使わない～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２５歳
（2）事故の型
　　はさまれ
（3）けがの程度
　　左手第２指挫滅創
（4）休業日数
　　４日
（5）勤続
　　１年２か月
（6）経験年数
　　７か月
（7）発生要因（人的側面）

約２００kgもある金型をホイストを使わず人力
で反転させようとした。
金型の下部（挟まれ箇所）に手を入れて持ち
上げようとした。

災害要旨
金型を改修場所へ搬出準備中、
誤って金型と作業台（鉄板）の間
に左手第２指を挟み挫傷した。

若年労働者の行動特性別災害事例（製造業）
絹 県牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽
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不安全な行為③
～適切な申し出ができない～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２９歳
（2）事故の型
　　高温の物との接触（熱中症）
（3）けがの程度
　　熱中症
（4）休業日数
　　０日
（5）勤続
　　－
（6）経験年数
　　４．３年
（7）発生要因（人的側面）

熱中症予防に関する教育がされていなかった。
体調不良時の申し出方法が周知されていな
かった。

災害要旨
プラント運転中、高温下で作業を
続けていて熱中症になった。

不安全な行為②
～物を飛び越える～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２５歳
（2）事故の型
　　転倒
（3）けがの程度
　　右足小指部の打撲
（4）休業日数
　　１０日
（5）勤続
　　－
（6）経験年数
　　３年
（7）発生要因（人的側面）

時間に余裕がなかった。
物を飛び越えない等の基本ルールが、徹底
されていなかった。

災害要旨
材料の乗ったパレットを飛び越え
ようとしてパレット端に乗ってしま
い右足首を捻って転倒し、床で右
足小指部を強打した。
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誤った動作①
～荷の運搬方法が確実でない～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２８歳
（2）事故の型
　　落下
（3）けがの程度
　　左親指先骨折（全治１．５か月）
（4）休業日数
　　０日
（5）勤続
　　９年５か月
（6）経験年数
　　５年６か月
（7）発生要因（人的側面）

ボンベ運搬が２人作業である事は作業要領
書にて定めており本人も認識していたが、
平面なフロア内で３０ｍ程度の移動という意
識が働いた。
終業時間前で、少しでも作業をスムーズに
終わらせたい意識が働いた。そのため、安
全意識が欠如し一人で運搬を開始した。

災害要旨
３輪の台車でボンベを運搬中、
コーナーで台車が倒れてボンベ
が左足の親指にあたり負傷した。

不安全な行為④
～確認せずに次の動作へ～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２３歳
（2）事故の型
　　激突
（3）けがの程度
　　後頭部打撲および裂創
（4）休業日数
　　０日
（5）勤続
　　２年１０か月
（6）経験年数
　　２年６か月
（7）発生要因（人的側面）

帽子を脱いでいた。
次の動作に移るときの状況確認不足。
作業者Aはスライド扉が開いていることに
気づかず、作業者Bも作業者Aに気づいてい
なかった。

災害要旨
隣接設備下に落としたレンチを
拾おうと頭を上げた時に後頭部
を受傷。

傾き倒れて左足の
親指に当たった。

作業者Ａ 作業者Ｂ
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保護具・服装の欠陥①
～保護具の選択の誤り～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　１９歳
（2）事故の型
　　はさまれ
（3）けがの程度
　　左手親指の打撲
（4）休業日数
　　０日
（5）勤続
　　－
（6）経験年数
　　３年
（7）発生要因（人的側面）

ハンマーが叩きにくい環境であったが、無
理に使用した。

災害要旨
設備メンテナンス中、誤って左
手親指をハンマーで叩き、打撲
した。

誤った動作②
～物のつかみ方が確実でない～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　１９歳
（2）事故の型
　　無理な動作
（3）けがの程度
　　右親指基節骨　剥離骨折
（4）休業日数
　　０日
（5）勤続
　　1年９か月
（6）経験年数
　　１０か月
（7）発生要因（人的側面）

両手に持ったまま、ワークを反転させなが
ら置こうとした。
滑るかもしれないという危険予知が不足し
ていた。

災害要旨
ワーク（23Kg）を両手で持って作
業台へ置く際、左手が滑り右手親
指付根に負担がかかり受傷。

１．置こうとした時、左手が滑った。

２．右手親指付け根に負担がかかり
剥離骨折した。
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不安全な放置
～運転したまま離れる～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　不明
（2）事故の型
　　はさまれ・巻き込まれ
（3）けがの程度
　　死亡
（4）休業日数
　　－
（5）勤続
　　－
（6）経験年数
　  － 
（7）発生要因（人的側面）

所定の作業体制で作業を行っていなかった
こと。
安全教育が不十分であったこと。

災害要旨
生コンクリートをホッパーに投入す
るトラクターショベルのエンジンを
かけたまま運転席から離れ、その
前を横切ろうとして動き出したショ
ベルにはさまれた。

保護具・服装の欠陥②
～保護具を使わない～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２３歳
（2）事故の型
　　高温の物との接触（熱中症）
（3）けがの程度
　　右手の熱傷
（4）休業日数
　　０日
（5）勤続
　　－
（6）経験年数
　　４．２年
（7）発生要因（人的側面）
　　KYを実施していなかった。
　　保護具を着用していなかった。

災害要旨
プラント運転中、高温物・蒸気に
接触し、右手に熱傷を負った。
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災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２２歳
（2）事故の型
　　切れ
（3）けがの程度
　　左手親指２箇所挫創
（4）休業日数
　　０日
（5）勤続
　　４年２か月
（6）経験年数
　　０か月
（7）発生要因（人的側面）

ボール盤専用工具であることを知らなかった。
作業台に通箱を使用したことにより、端材
をしっかりと固定しなかった。
ハンドドリルを片手で操作した。
工具のブレによる危険予知が不足していた。

災害要旨
ハンドドリルに装着したサーク
ルカッターを使用中左手を受傷
した。

運転中の機械・装置等の掃
除、注油、修理、点検等
～運転中の修理～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２９歳
（2）事故の型
　　はさまれ
（3）けがの程度
　　切創
（4）休業日数
　　０日
（5）勤続
　　０．６か月
（6）経験年数
　　０．６か月
（7）発生要因（人的側面）

エアー残圧を抜かずにトラブル処理を行った
（通常はエアー残圧を抜きトラブル処理を
行っている）。
終業時刻が迫っていたため、あせりがあった。

災害要旨
チョコ停が発生したため、安全カ
バーを開けて詰ったワークを取り除
いた際、プレス内部のエアー残圧
により設備が稼動し指をはさまれた。

機械・装置等の指定外の使
用
～用具の選択を誤る～
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安全装置を無効にする
～防護物をなくす～

災害内容詳細
（1）被災者性別・年齢等
　　男性　２９歳
（2）事故の型
　　転倒
（3）けがの程度
　　右手首の挫傷
（4）休業日数
　　７日
（5）勤続
　　－
（6）経験年数
　　６年
（7）発生要因（人的側面）

チェーンがあったが、跨げない高さではな
かったので近道をしようとした。

災害要旨
プラチェーンを跨ごうとし、転倒し
た際右手をつこうとして右手首を
ひねった。
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（１）調査の目的
　製造業の複数の業界団体より、近年、若年労働者層（新入者を含む）においてヒヤリハッ
トや擦り傷・切り傷という人間特性(ヒューマンファクター)による災害が多発傾向の状況
であるとの報告があり、また年齢別年千人率（平成21年）においても20歳未満2.7と60歳
以上の3.1に次ぎ高いこともあるため、その実態を調査し、若年労働者等に対応した安全衛
生管理手法を検討することとする。検討に当たっては、安全衛生教育での留意点、指導
（OJT等）の仕方、教育項目、さらには、身体機能面、精神面、人間特性による行動面等
での対策等を行う。さらに、中小企業で活用できる若年労働者向けの労働災害防止のため
の、具体的な実施事項等手法を開発する。
　なお、本調査研究は2年計画とし、1年目である平成23年度にはアンケート及びヒアリン
グを実施し、現状を把握し、その結果を踏まえ、2年目の平成24年度は労働災害の発生要
因等を分析し、若年労働者への安全衛生教育での留意点、指導(OJT)の仕方、教育項目、
さらには、人間特性による行動面、技能面等での対策について検討を行い、若年労働者等
に対応した安全衛生教育資料を作成し、普及啓発を行うこととする。

（2）委員会の設置及び調査研究活動経過
　調査研究を実施するため、「若年労働者の労働災害防止のための安全衛生管理手法の開
発に関する調査研究委員会」を設置した（平成23年8月22日～平成25年3月31日）。
　委員は、次のとおり。

　　　委員長　　酒井　一博　　公益財団法人労働科学研究所　所長　　
　　　委　員　　水野　基樹　　順天堂大学　スポーツ健康科学部准教授
　　　　　　　　児玉　　猛　　住友重機械工業株式会社　人事本部安全衛生担当部長
　　　　　　　　土谷　俊文　　一般社団法人日本造船工業会　総務部次長
　　　　　　　　北村　彰浩　　株式会社神戸製鋼所　人事労政部安全健康グループ長
　　　　　　　　武田　繁夫　　三菱化学株式会社　人事部（平成23年度）
　　　　　　　　伊藤　伸也　　株式会社三菱化学科学技術研究センター総務部
　　　　　　　　　　　　　　　健康開発センター（平成24年度）
　　　　　　　　臼居　雅光　　一般社団法人日本自動車工業会　総務統括部労務室長
　　　　　　　　　　　　　　　（副統括部長）
　　　　　　　　藤崎　明彦　　王子ホールディングス株式会社　
　　　　　　　　　　　　　　　コーポレートガバナンス本部安全部部長
　　　　　　　　木坂　勝司　　日本製紙連合会　顧問
　　　　　　　　平川　一博　　三菱電機株式会社　人事部
　　　　　　　　　　　　　　　安全健康グループマネージャー
　　　　　　　　西田　和史　　厚生労働省労働基準局　安全衛生部安全課
　　　　　　　　　　　　　　　副主任中央産業安全専門官（平成23年度）
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調査研究の概要

88

　　　　　　　　小沼　宏治　　厚生労働省労働基準局　安全衛生部安全課
　　　　　　　　　　　　　　　副主任中央産業安全専門官（平成24年度）
　　　　　　　　宇野　浩一　　厚生労働省労働基準局　安全衛生部安全課技術審査官
　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度）
　　　　　　　　佐々木邦臣　　中央労働災害防止協会　技術支援部　次長　

○委員会の開催
・第1回委員会　（平成23年9月6日）
①　調査研究の概要
②　若年労働者の就労状況、労働災害状況及び働く人の運動機能検査値の実態
③　各業界の若年労働者の労働災害状況
④　「若年労働者の労働災害の状況についてのアンケート」について
⑤　ヒアリング調査について

・第2回委員会　（平成23年12月21日）
① 若年労働者の労働災害の状況についてのアンケート調査結果
② 若年労働者の労働災害の状況についてのヒアリング調査結果
③ 中間報告書骨子案について　
④ 若年労働者等に関する安全衛生面での対応について 

・第3回委員会　（平成24年2月28日）
①　若年労働者の労働災害の状況についてのアンケート調査　追加集計結果
②　中間報告書の要約版について
③　中間報告書等の配布先について
④　来年度の検討項目について　

・第4回委員会　（平成24年6月12日）
①　若年労働者の労働災害防止のための安全衛生管理手法の開発（2年目）実施計画
②　「若年労働者の労働災害の状況についてのアンケート」追加集計結果
③　追加ヒアリングについて
④　若年労働者に関する安全衛生対策の検討

・第5回委員会　（平成24年7月25日）
①　『若年労働者の労働災害防止対策マニュアル』構成案について
②　その他　　

・第6回委員会　（平成24年10月17日）
①　『若年労働者の労働災害防止対策の手引き』原稿案について
②　若年労働者の労働災害防止対策の手引き説明会について
③　その他　　
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・第7回委員会　（平成24年12月5日）
①　『若年労働者の労働災害防止対策のポイント』原稿案について
②　平成24年度労働災害防止対策事業　成果発表会について
③　今後のスケジュール等

○アンケート
調査期間：平成23年10月20日から11月18日
対象企業数：2,981事業場
調査票の回答数は1,081件、回収率は36.3％。
アンケート調査の集計、分析、まとめ。（平成23年11月～12月）

○ヒアリング
調査期間：平成23年10 月～平成23年11月、平成24年7月
6事業場へヒアリング実施。
ヒアリング結果のとりまとめ。（平成23年10月～平成24年1月、7月）

（３）調査研究事務局
金刺　義行　　中央労働災害防止協会　企画広報部長（平成23年6月まで）
小鹿　昌也　　中央労働災害防止協会　企画広報部長（平成23年7月より）
小川由美子　　中央労働災害防止協会　企画広報部次長（平成24年3月まで）　
新保　芳彦　　中央労働災害防止協会　企画広報部次長（平成24年4月より）　
渡邊　清志　　中央労働災害防止協会　企画広報部上席専門役
杉田　淳子　　中央労働災害防止協会　企画広報部　企画課課長補佐　
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