
基本的な考え方

東洋インキグループは、「環境・安全行動指針」の中
で「安全操業と保安防災に努める」としており、「ビジネ
ス行動基準」においても「事故防止のために、必要な最善
を尽くす」「建築物や設備等の安全対策を図る」と定めて
います。

推進体制

東洋インキグループは、安全の根幹である「環境・安
全行動指針」を高いレベルで確保するため、法規制に準
拠した労働安全衛生マネジメントシステムを構築し、安
全活動を積極的に行っています。生産・物流本部企画
部品質保証・安全課は、グループ全体の労働災害・保安
防災事故防止に関する監査（安全対話）やリスク評価、事
故調査確認などを行い、国内外の「安全ネットワーク会
議」を通じて、労働安全衛生に関する重要情報やグルー
プ全体としての適切な対応をグローバルに指示するな
ど、労働災害・保安防災事故の未然防止と再発防止の推
進機能を担っています。

さらに、労働災害・保安防災事故の未然防止と再発防
止を目指すため、「繰り返し安全教育」を定期的に実施
し、過去にグループ内で発生した労働災害・保安防災事
故をまとめた「過去事故振り返りカレンダー」を国内外
に毎月配信し、過去事故に対する安全に関する取り組み
事例の共有や議論を通じて、グループ全体の安全意識の
向上やスキルアップを図っています。

労働組合と会社で検討を行う経営協議会を定期的に
開催し、安全、衛生を含む働き方の改善に努めていま
す。さらに、毎月各拠点において責任者および管理者と
労働組合員をメンバーとする安全衛生委員会を開催し、
労働災害を含む労働安全衛生にかかわる報告および討
議を行っています。

監査（安全対話）

国内の安全対話では、安全目標や拠点で実施している
基本安全活動（KY、ヒヤリハットなど）の進捗、過去事
故対策継続と水平展開状況などを対話形式で確認を実
施しました。海外の安全対話では、安全テーマとして、
保護具点検、挟まれ災害防止、静電気対策などを書類診
断形式で確認を実施しました。

労働安全衛生・保安防災

監査（安全対話）の実施実績（2021年度）

国内

マザー製造所： 4製造所（富士製造所、川越製造所、埼玉製
造所、守山製造所）

ドーター工場： 5工場（西神工場、千葉工場、東洋モートン、
東洋 FPP、マツイカガク）

エリア：1エリア（寝屋川）

海外 16拠点（中国圏で5拠点、英語圏で11拠点）

サステナビリティ委員会

リスクマネジメント部会

生産・物流本部

マザー製造所

品質保証・安全課

・ 品質保証と労働安全に関する戦略策
定、関連部門との連携・実行、実績
評価を行う

・ 全社のサステナビリティ
に関するあらゆる活動に
おける計画策定・推進・
評価・フォローの実施（経
営層への報告）

企画部

ドーター工場、エリア

代表取締役社長 グループCEO グループ経営会議

取締役会

▼ 労働安全衛生にかかわる組織・体制（2022年度）

▼ 安全の体制図

監督

監督 報告

報告・提案

・全社リスクマネジメント活動の推進
・リスク発生の未然防止とリスク被害の軽減策の推進

国内外グループ会社

経営理念
環境・安全基本方針、行動指針

「ビジネス行動基準」

サステナビリティ委員会

法令遵守：労働安全衛生法（有機則、特化則）、消防法、毒物及び劇物取締法など

・国内外事業所への監査（安全対話）
・ グローバル生産拠点会議、安全ネットワーク会議、 

海外安全ネットワーク会議
・ 東洋インキ専門学校（新入社員教育、海外赴任前研修）
・繰り返し安全教育、過去事故振り返りカレンダー

東洋インキグループ全体での活動

安全衛生：安全衛生委員会、安全衛生週間
防災：自衛消防隊（総合防災訓練、緊急行動訓練）
教育：講習会、危険体感教育、熱中症予防
自主活動：指差呼称、KYT、リスクアセスメント

各
事
業
所
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度数率・強度率の推移

東洋インキグループ（国内）では、休業災害が2020年
より2件増加したことにより、休業災害度数率は、上昇
しました。一方、休業日数が43日減少したため、強度率
は、低下しました。結果、度数率0.569、強度率0.001と
なり、製造業や化学工業全体に比べて低い結果でした。

東洋インキグループでは、休業災害を含めた事故災害
原因と対策の明確化を進め、再発防止に努めています。

危険性（ハザード）の特定、リスク評価、事故
調査

1. 危険性（ハザード）の特定、リスク評価
東洋インキグループでは、労働災害防止活動や対策実

施状況について、生産・物流本部企画部品質保証・安全
課による安全対話を実施し、各拠点の基本的な安全活動
状況を確認するとともに、不備がある場合は改善指導を
進めています。

また東洋インキグループの各拠点では、作業前に危険
予知やヒヤリハット報告などのリスクアセスメントを行
い、実際の作業時は指差呼称を実施してリスクの低減対
策を強化しています。なお、各職場で潜在危険を発見し
た場合は管理者に報告し、管理者は対策・改善をフィー
ドバックする仕組みがあります。

2. 労働災害調査
労働災害発生時は、拠点現場確認や対策会議を実施

し、災害に至るまでの事実・経緯を明確にして原因究明
を行い、対策を立案し実行しています。また、発生した
災害内容は事故情報管理システムを通じて早期にグルー
プ内に水平展開を行い、再発防止対策を推進しています。

3. 重点化したリスク低減活動
東洋インキグループの労働災害発生事故型を分析す

ると、「挟まれ・巻き込まれ」が27.8％と最も高く、次い
で「切れこすれ、有害物の接触、転倒」がそれぞれ10％台
でした。この「挟まれ・巻き込まれ」と「有害物の接触（特
に眼への災害）」による災害は、重大災害につながる可能
性が高いことから、東洋インキグループでのハイリスク
災害として取り上げ重点的に活動を進めています。この
労働災害を防止するために、各事業所から選任したメン
バーで構成したワーキンググループを体系化し、労働災
害防止に向けた人や設備への対策、ルールの策定推進活
動を実施しています。さらに同ワーキンググループ活動
を通じて、各拠点の安全メンバーへの継続的な育成にも
取り組んでおり、東洋インキグループ全体の安全レベル
向上につなげています。

※ 1　 100 万延べ実労働時間当たりの休業災害による死傷者数で、休業災害発生
の頻度を表す

※ 2　 1,000 延べ実労働時間当たりの労働損失日数で、休業災害の重篤度を表す
社外データは、厚生労働省「令和3年労働災害動向調査（事業所調査）の概
況」より引用

▼ 休業災害度数率※ 1の推移

▼ 休業災害強度率※ 2の推移

▼  労働災害発生事故型の内訳 
1997年～2019年国内外データ（赤チン含む）
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労働安全衛生に関する研修

東洋インキグループでは、重大事故を発生させないた
めの知識を習得する目的で繰り返し安全教育を実施し
ています。この繰り返し安全教育は、個別教育になって
おり好きな時間に安全教育が受講できるようにeラーニ
ング方式とし、自社で作成した安全動画を視聴して安全
に関する問題やクイズを解答する形式になっています。

また、VRを活用した疑似体験型の「VR危険体感教育」
を実施しています。これは生産現場などの再現困難な
労働災害・保安事故の事例（火災、墜落、挟まれなどの
危険事象）を、VRを用いて、現実に近い形で再現し疑似
体感による危険体感と関連する座学を組み合わせたも
ので、国内の各拠点で実施しています。さらに、国内だ
けでなく海外でも「VR危険体感教育」を実施し、危機意
識および危機管理レベルの向上に努めています。

国内外のネットワーク会議

東洋インキグループは、安全ネットワーク会議を継
続して開催しています。2021年度は国内拠点で5月・
10月に開催し、保護具やフォークリフト安全装置、挟ま
れ・切れこすれ対策などに関する事例紹介や現場確認な
どを行いました。また、海外拠点では、中国圏と英語圏
の安全責任者と安全（保護具点検、挟まれ災害防止、静電
気対策など）に関する相互確認を行いました。今後も国
内外の拠点において、安全ネットワーク会議を実施し、
グループの安全情報の共有化と安全レベル向上を図りま
す。

保安防災の取り組み

火災や生産設備による事故は、そこで働く社員はもち
ろん周辺住民の健康や安全も損なう可能性があります。
東洋インキグループは、国内外の各拠点において、事故
や災害の発生を未然に防ぐ取り組みを進める一方で、万
が一事故や災害が起きてしまった場合に備え、被害を最
小限に抑えるための防災訓練を拠点別に行っています。

2021年度は、周辺地域や人命にかかわるような重大
な火災・事故は発生しませんでした。

VR危険体感教育の様子

全社安全教育の参加人数（2021年度）
研修の種類 テーマ 参加人数

繰り返し安全
教育 ｅラーニング 電気火災の防止 2,056名

繰り返し安全
教育 ｅラーニング 切創災害の防止 2,019名

新入社員安全
研修 オンライン研修 安全の心得 59名

海外赴任者
研修 オンライン研修 海外安全 21名

VR危険体感 危険体感 挟まれ、転倒転落、
フォークリフト 208名
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