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職場環境の改善と
労働安全衛生の確保

2017 年度活動ハイライト

3 つの工場で「ゼロ災害記録」を更新

topic

基本方針
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2017 年度の活動実績

リバーグループは、無事故・無災害に向けてグループ

（中田屋株式会社、NNY株式会社）

2017 年度から、労働安全衛生の管理体制を変更し、

中田屋伊勢崎工場と千葉工場、NNYは、2017 年度

これまでのように会社ごとに安全会議を実施するのでは

もゼロ災害記録を更新しました。それぞれ 4,721 日、

なく、2 つのグループを作って合同で安全会議を実施す

1,400 日、2,515 日と非常に高い安全レベルを保って

①リバーホールディングス安全衛生委員会

るようにしました。これによってさまざまな観点から相

います。

②グループ合同職場安全衛生会議

互にチェックすることができるようになり、さらに安全

③各社安全衛生委員会

を強化することを目指しています。

をあげて労働安全衛生の活動に取り組んでいます。
当グループの安全衛生管理体制は、

④各場所での職場安全衛生会議

NNY では現在、3,000 日を目標に全ラインの安全担
当と各ラインの安全担当を置き、安全活動に熱心に取り

2017 年度の事故件数としては、物損事故 103 件、

組んでいます。ラインの安全担当にはあえて若手を選ん

という４つの柱で構成しており、安全衛生の年度計画の

人身事故 37 件と、前年度と比較して大きく増加。この

で安全意識の向上を図っており、月 1 回の場内パトロー

立案や毎月実施している全員参加の職場安全衛生会議の

背景としては、2017 年度から些細なトラブルも漏らす

ルや各ラインでの毎日のボックスミーティングを実施し

運営、合同で実施する安全パトロール、年に１回の緊急

ことなくシステムにて報告するよう徹底したことが大き

ています。場内パトロールでは、各ラインの安全担当者

事態対応訓練などに取り組んでいます。

な要因です。

が集まり、場内を点検。そこで出た指摘箇所をレポート

事故が起きた場合には、グループ内の「事故報告シス

事故の傾向として、荷下ろし、荷積み時に物損事故が

にまとめ、改善案を検討しています。また、常に複数人

テム」を使用して情報を共有。事故内容・対策を登録す

増加しており、トラックから重機で荷を下ろす、あるい

でチェックすることで異なる観点からさまざまな意見が

ると、全従業員にメールで通知され、グループ全体で安

は積む際に落下することが多くなっています。また、人

出るほか、場内は少しずつ変化があるため、モノの積み

し合っています。ちょっとしたことでも一人で解決せず

全への意識を高めることを目指しています。

身事故としては、荷積み、荷下ろし時に手足を挟まれる、

方や鉄板の状態、死角などを毎回細かく確認しています。

に、すぐに集まって話し合うことを徹底しています。

手作業時に外傷を追うことなどが発生しています。

また、ボックスミーティングでは、各ラインのメンバー

これらの工場の共通点はコミュニケーションが多い風

が朝礼後に集まって当日の作業や注意事項を共有するほ

土であるという点。今後はグループ全体で安全水準の高

よう、全体の安全性向上を図る予定です。

か、トラブルが起きた時にはすぐに集合して改善策を話

い工場にレベルを合わせていきます。

事故報告システム

VOICE

今後は安全水準の高い事業所にレベルを合わせていく

グループ内で安全トップクラスの中田屋伊勢崎工場

安全衛生管理体制
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グループ一丸となった再発防止活動
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私が安全担当になって一番心がけているのが「ちょっとした雑談でもメンバー
と会話すること」。日ごろからそれを心がけていると、自然とメンバーとの会話
が増えて、相手の考えていることが見えてきやすいためです。

事故数の推移
150

安全を守るために
メンバーとの会話を大切にしています。
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逆に会話がないと意志疎通がだんだんうまくいかなくなって、それが事故の原
因になることがあります。また、場内を毎日見ていると危険個所に気づきにくく
なるため、ほかのメンバーからの指摘は不可欠です。
そうした意味でも、普段の会話から「気になることをすぐに言えるようなチー
ム」になることが、安全を守るためには必要だと思っています。（三田 朋之）

NNY 株式会社

安全チーム

2017
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従業員とともに

職場環境の改善と
労働安全衛生の確保

2017 年度活動ハイライト

従業員の声を経営に活かすため「従業員満足度アンケート」を実施

当グループでは、従業員の声を聞き経営に活かすため、
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社員の知見を広めるため世界のリサイクル現場へ

“日本発の静脈メジャー企業”を目指す当グループで

2016 年度から「従業員満足度アンケート」を実施して

は、海外の静脈産業を積極的に研究しています。

おり、2017 年度は２回目となります。仕事に前向きに

2017 年度は、台湾、中国、ロシア、ベトナム、タイ、

なれる職場環境を整えるために、従業員全員を対象に会

マレーシア、ドイツのほか、北欧のスウェーデン、フィ

社や仕事について感じていることを回答してもらい、そ

ンランドの 9 箇国の静脈産業を視察。今回はグループ

の結果をもとに具体的なアクションプランを実行してい

全体から延べ 50 名ほど参加し、知見を広げました。

ます。2017 年 11 月に実施したアンケートの回答率は

特に、環境先進国である北欧の「環境保全に対する考

81.7％でした。

え方」や「行政の在り方」が日本とどう異なっているの

このアンケートでは「経営の方向性」「直属の上司」

かを学ぶことができ、貴重な体験となりました。北欧に

回答率、満足度ともにわずかに上昇という結果に

「担当職務」「コミュニケーション」「能力向上」「職場環

おける環境政策は EU の環境政策にも大きな影響を及ぼ

境・福利厚生」「人事制度」という７つの項目について、

声をもとに、会社ごと、事業所ごとにアクションプラン

し､ 欧州各国の環境への取り組みにも北欧の政策が取り

74 の質問により満⾜度を算出しています。ここで得た

を立てて、改善活動に取り組んでいます。

入れられることが多いそうです｡ また、北欧は地方自治
体 ( コミューン ) の権限が強いのが特徴で､ 環境政策にお

1月
分析結果公表

3月

8月

12 月

いても地方自治体が主となって推進しています｡「環境

立案

見直し

アンケート

規制の強化は経済活動を阻害する方向に働くのではない

・昨年度アクションプランの評価
・本年度アクションプランの立案

・進捗の評価
・修正事項の検討

・進捗の評価
・次年度アンケートの実施

か｣ と考えていた当社グループに対して､「環境に配慮
しない企業は､ 消費者からも､ 他企業からも認められず、
存続できない」と明言され、静脈メジャー企業を目指す
私たちに大きな励みとなりました｡ なお、すべての視察
レポートはグループ全体で共有しています。
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「若手社員勉強会」の一環としてグループ内の他拠点を訪問

目的として、2016 年度から「若手社員勉強会」をグ
ループ横断で実施しています。

2017 年 10 月に中国の研修に参加し、現地の鉄鋼メーカーやシュレッダー処理工場な

2017 年度も全３回にわたって開催し、若手社員 20

どを訪問しました。想像していた以上のスケールの大きさ、環境問題に対する取り組みに

名が参加しました。今年度は「人材育成」をテーマに、

驚きました。当初のイメージでは、環境問題等は国が叫んでいるだけでまだまだ真剣に考

グループの人材育成に関する課題を抽出するためのワー

えていないのではと思っていましたが、良い意味でイメージが覆されました。

クショップを実施。そこで多く出た「グループ内のほか

高層ビルやマンションが立ち並ぶ中、一歩裏手に入るとまだ開発途上なのだなと見受け

の会社や工場、自分たちとは違う職種の仕事が知りた

られる景色もあり、今後も成長を続けていくのだろうと感じました。今回のミッションで
訪問させていただいた会社はどれも工場の大きさや取り扱い量、生産量の多さなど、日本

い」という声を受け、自社以外の他拠点を訪問しました。

では考えられないような規模で運用されており、GDP 年間 6％以上の成長率も思わず納
ほかの工場を訪問して得た気づきを共有

という社員も多く、自社工場との違い、自分の仕事との
つながりについて学びを深め、またそのなかでチームの
メンバーと交流も深まりました。

18

VOICE
成長を続ける中国を視察したことは
有意義な経験となりました。

当グループでは、従業員の育成や従業員同士の交流を

同じグループとはいえ、「他社の工場に行くのは初めて」

❶フィンランドで廃棄物中間処
理を担う Romeo 社
❷フィンランドのかっこいいゴミ箱
❸スウェーデンの最終処分場で説
明を受ける
❹フィンランド・オンカロの放射
性廃棄物の最終処分場を見学

得させられてしまうものでした。
驚異的なペースで成長を続ける中国を直接視察できたことは大変有意義な時間となりま

参加者からの満足度が非常に高く成長の場となったた

した。この経験を当工場でも活かしていきたいと思っています。

中田屋株式会社 熊谷工場

関根 正臣

め、今後も引き続き継続していく予定です。
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