
中小製造業の安全化を支援する専門人材ネットワークの検討 

2014年2月18日 

 

 

製品安全・環境事業部長  島田 矢寸志 

 



はじめに 
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 安全の取り組みを評価する 
 機械安全普及のための社会基盤要素の整備に関する検討部会 

 

 安全をインテグレーションする 
 機械安全のためのセーフティインテグレータの機能及び育成に関する 
検討部会 

 

 機械安全の専門家の活用 
 中小製造業の安全化を支援する専門人材のネットワーク構築に関する 
検討部会 
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機械設備安全に関する現状 
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機械設備における事故発生の現状 
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1990年 
（平成2年） 

1995年 
（平成7年） 

2000年 
（平成12年） 

2005年 
（平成17年） 

2010年 
（平成22年） 

死傷者総数 
（死亡者数） 

61,263 
（447）  

44,716 
（400）  

43,553  
（323） 

36,694  
28,643 
（211）  

死傷年千人率（休業4日以上）
※2 

5.5  4.0  3.6  3.3  2.6  

機械による死傷者※1 
（機械による死亡者） 

26,526  
（233） 

19,926 
（219）  

16,611  
（174） 

15,816  
11,583  
（111） 

機械による死傷者の割合 
（機械による死亡者の割合） 

43.3% 
（52.1%） 

44.6% 
（54.8%） 

38.1% 
（53.9%） 

43.1% 
40.4% 

（52.6%） 

※1 機械による死傷者とは、原動機、動力伝動機構、木材加工用機械、建設用機械、金属加工機、一般動力機械、動力クレー
ン等、動力運搬機を起因物とする死傷者。負傷者は休業4日以上の被災者を対象としている。 

※2 死傷年千人率とは、労働者1000人あたり1年間に発生する死傷者数を示すもので、千人率＝{（1年間の死傷者数）/（1年
間の平均労働者数）}×1000で表される。 

厚生労働省「職場の安全サイト」労働災害統計よりhttp://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm 

 機械による死傷者数は、実数は減少しているが、全体に占める割合は
横ばいである 



従業員の労働災害を防ぐために行っている取組 
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従業員規模別実施割合 

50-99人 100-299人 300人以上 

5S活動 86.6%  93.6%  94.9%  

朝・昼・終礼での安全に関する講話等 59.7%  56.9%  74.4%  

新入社員教育 61.2%  85.3%  97.4%  

派遣、パート・アルバイト等に対する雇入時教育 37.3%  60.6%  87.2%  

マニュアル類（安全作業等）の整備 52.2%  69.7%  92.3%  

安全作業マニュアル等の順守徹底 41.8%  47.7%  76.9%  

危険予知活動・指差呼称 25.4 % 50.5%  76.9%  

ヒヤリハット報告 50.7%  70.6%  84.6%  

安全提案制度 17.9%  32.1%  61.5%  

安全パトロールの実施 50.7%  84.4%  97.4%  

リスクアセスメントの実施 29.9%  66.1%  89.7%  

リスクアセスメントに関する教育 23.9%  35.8%  79.5%  

その他 1.5%  4.6%  23.1%  

東京海上日動リスクコンサルティング（株）H23 「中小製造企業の支援のためのセーフティエンジニア等のネットワークの構築と普及に関する調査研究報告書」 



機械作業に伴う事故防止の取組に対する自己評価（5段階評価） 
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6.8% 

6.8% 

8.6% 

39.0% 

48.5% 

54.3% 

22.0% 

30.1% 

25.7% 

27.1% 

13.6% 

11.4% 

5.1% 

1.0% 

0.0% 

50-99人 

100-299人 

300人以上 

従
業
員
規
模

 

十分に評価できる まあ評価できる どちらともいえない いく分不足している 全く不十分である 

東京海上日動リスクコンサルティング（株）H23 「中小製造企業の支援のためのセーフティエンジニア等のネットワークの構築と普及に関する調査研究報告書」 



機械作業に伴う事故防止の取組が十分ではない理由（複数回答） 
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30.0% 

46.7% 

28.3% 

8.3% 

25.0% 

20.0% 

33.3% 

49.0% 

19.8% 

7.3% 

27.1% 

13.5% 

12.1% 

27.3% 

21.2% 

18.2% 

36.4% 

9.1% 

実施するための時間がない 

取組の効果を測定する指標等がない 

（取組が続かない） 

コストや納期を考えると実施する余裕がない 

実効性のある取組ができると思えないから 

実施できる人材がいなかったから 

どのように実施すればよいかわからなかったから 

50-99人 

100-299人 

300人以上 

 対象： 
従業員の機械作業に伴う事故防止の取組について、「十分に評価できる」事業場以外の事業場 

東京海上日動リスクコンサルティング（株）H23 「中小製造企業の支援のためのセーフティエンジニア等のネットワークの構築と普及に関する調査研究報告書」 



第12次労働災害防止計画 
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国も機械安全への取組を 
明確化している 

厚生労働省「第12次労働災害防止計画について」「計画の概要」よりhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/ 



中小事業場における専門人材の活用 

社内に知識を持つ人がいる または 外部の専門家の支援をうける 

ことができれば取組が進む 
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中小事業場の現状から 
社内人材を置くことは難しい 
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機械作業に伴う事故防止の取組を 
十分に評価できる状態に近づけるために外部の支援を活用する可能性 

 対象： 
従業員の機械作業に伴う事故防止の取組について、「十分に評価できる」事業場以外の事業場 

10.9% 

11.0% 

26.5% 

3.6% 

4.0% 

0.0% 

36.4% 

31.0% 

29.4% 

18.2% 

17.0% 

8.8% 

30.9% 

37.0% 

35.3% 

50-99人 

100-299人 

300人以上 

従
業
員
規
模

 

すでに活用している 

活用を考えている  

条件が合えば考えても良い 

わからない          

活用は考えていない 

東京海上日動リスクコンサルティング（株）H23 「中小製造企業の支援のためのセーフティエンジニア等のネットワークの構築と普及に関する調査研究報告書」 



20.0% 

0.0% 

80.0% 

0.0% 

0.0% 

45.1% 

33.3% 

68.6% 

17.6% 

2.0% 

38.5% 

30.8% 

30.8% 

15.4% 

11.5% 

設備安全に取り組むための予算が確保できたら   

外部の支援を受けて始めた取組を 

自力で実施していくための体制が社内に整ったら 

貴事業場のニーズに合致する外部の支援があれば 

設備安全に取り組むことによるメリットが 

外部の支援先等から具体的に提示されたら 

その他 

活用を考えている 

条件が合えば考えても良い 

わからない   
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 対象：外部支援について「活用を考えている」、「条件が合えば考えても良い」、 
「分からない」と回答した事業場 

外部の支援を活用するための条件(複数回答) 

東京海上日動リスクコンサルティング（株）H23 「中小製造企業の支援のためのセーフティエンジニア等のネットワークの構築と普及に関する調査研究報告書」 



外部専門人材を必要とする場面 
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16.1% 

9.7% 

12.9% 

22.6% 

22.6% 

12.9% 

6.5% 

6.5% 

22.6% 

38.7% 

25.8% 

9.0% 

6.4% 

7.7% 

10.3% 

11.5% 

7.7% 

11.5% 

11.5% 

29.5% 

39.7% 

34.6% 

11.5% 

3.8% 

11.5% 

7.7% 

11.5% 

11.5% 

11.5% 

15.4% 

38.5% 

34.6% 

7.7% 

自事業場に適した規定やマニュアルの整備 

適切な取組体制の構築／見直し 

安全を確保するための取組の優先順位付け 

機械設備の危険源の洗い出し 

機械設備の安全性の評価 

機械設備の安全性を高めるための対策の検討 

機械設備の安全性を高めるための対策の実行 

取組が適切かどうかの評価／判断 

安全を高める取組を管理 

運営するための人材の教育 

従業員全般の意識や知識を 

高めるための教育、研修 

1つもない 

50-99人 

100-299人 

300人以上 

東京海上日動リスクコンサルティング（株）H23 「中小製造企業の支援のためのセーフティエンジニア等のネットワークの構築と普及に関する調査研究報告書」 



その他、外部専門人材を必要とするとき 

 企業の取組の基本ラインは「法令順守」 
（H23年度ヒアリング調査より） 
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 外部から対応要求がある 
（H23年度アンケート調査、H25年度ヒアリング調査より） 

法令の改正があったとき 

労働災害が発生してしまったとき 
関連会社や取引先から 
取組を求められているとき 



中小事業場が外部専門人材を活用するようになるために 
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中小事業場が機械設備安全に効果的に取り組むためには 

機械を使用する”Field”（現場）を対象としたエンジニアである 

Safety Field Engineer（略称SFE）による安全化のための支援が望まれる 

 企業の負担が軽減されるのであれば、その方がよい 
（公的資金援助、補助金の存在） 

 「他社の評判がよければ」「自業界での実績があれば」「信頼できる機関からの
紹介であれば」有料でもかまわないという企業も多く、支援内容やレベルが明確
であれば、外部専門人材の活用が進む可能性もある。 

 個々の企業のニーズを汲んでくれる外部専門家による支援が望まれている。 
【外部専門家に望むこととして挙げられた具体的な意見の例】 

 「職場に応じた指導を希望（単純にいわれるとハードコストがかかるか、生産性が低
下する）」 

 「業界に対する知識」 

 「踏み台を題材にしたリスクアセスメントの説明や、“作業時の服装に、ポケットがある
のは危ない”というような指摘を望んでいる訳ではない」 



SAFETY FIELD ENGINEER 
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ＳＦＥの機能 
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（1）リスクアセスメントの実施 
① 使用上の情報を（機械設備メーカーから受領し）確認                       
② 機械に労働者が関わる作業における危険源の同定    
③ それぞれの危険源ごとのリスクの見積り            
④ 適切なリスクの低減が達成されるかどうか及びリスクの低減の優先度の検討 
（2）保護方策の実施 
① 本質的安全設計方策のうち可能なものの実施     
② 安全防護及び付加保護方策の実施 
③ 作業手順の整備、労働者教育の実施、個人用保護具の使用等 
（3）その他 
① 注文時の条件等の提示 
② 使用後に得た知見等の（機械設備メーカーへの）伝達 

（機械包括安全指針より） 

 法令・規格等の改正の最新情報
の提供 

 他の企業等の取組事例や事故事
例等の提供 

 安全対策の最新情報の提供 

 企業が機械設備メーカーに保守
点検改修等を相談するにあたって
の支援 

 古い機械設備の安全化に関する
支援 

 企業の機械設備担当者が講習等
で教育を受けたあと、それを現場
に展開するにあたっての支援 
（H23年～H25年度検討結果） 

【生産技術部門への支援】 

【その他SFEに求められる機能】 
• 企業が直面する課題により、相談相手を変えなければならない煩わ

しさがあると、企業は課題を放置する可能性があるため、まずは企業
が気軽に特定のSFEに相談できること（H23年度検討結果） 

• 事業所側がSFEに対して「これについてこのレベルの支援をしてほし
い」と要求を明確に示すことは難しく、SFEがその事業所に必要な支
援を判定することも必要。（H24年度検討結果） 

複数のSFEが、知識等
を補完しあい支援 



総合診断 
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B社 「リスクアセスメント（RA) の支援をしてほしい」 

SFE 
Zさん 

「A社の現状はどの段階？」 
1. どの機械設備に対してRAが必要なのか認識している 
2. RAが必要な機械設備のメーカーから残留リスク情報を入手している 
3. 入手した残留リスク情報を元にRAを行おうとしている（又は行った） 
4. RAの結果、なんらかのリスクを抽出しようとしている（又はした） 
5. 抽出したリスクを適切でるか評価している 
6. 抽出すべきリスクを抽出している 
「診断の結果、B社さんは●●の段階です」 

A社 「いろいろな活動をしているつもりなのに、作業者のけがが絶えない」 

SFE 
Zさん 

「A社に必要な取組はどれか・・・」 
1. 一般的な安全衛生に関する取組（５S、教育訓練、マニュアルや基準の
策定、安全パトロールなど） 

2. リスクアセスメント（RA）の実施 
3. RAの結果等を元にした、機械設備の保護方策の実施 
4. 機械設備を安全に取り扱うための管理手法や管理体制の導入・運用 
5. 機械設備の安全に関する取組の計画の策定・実行 
6. ・・・ 
「診断の結果、足りないのは、●●です」 

• Zさんに支援が可能で
あれば、Zさんが引き続
きA社を支援する。 

• Zさんの専門分野以外
の、Zさんが持たない深
い知識や経験が必要な
支援なら、その支援が
可能なYさんを、A社に
紹介する。 

【総合診断のイメージ】 

 ある企業に必要な取組み項目は何か、その取組にはどのようなレベル
が求められるのかを判定することが必要。 

 自身の専門分野に関する知識以外に、他の専門分野に関する知識や
様々な経験をもとに、企業のレベルを診断できるSFEが行う。 



専門分野個別支援 

 ある企業に必要な取組みに対し、求められるレベルに応じた支援を行う
こと。 

 自身の専門分野に関する知識（その取組みや、事業所の業種・業態等
に関する深い専門知識）や経験を持つSFEが行う。 
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C社 「この機械設備の安全化の具体的な方策を検討したい」 

SFE 
Yさん 

「この機械設備の場合は・・・」 
1. 適用される法令や規格 
2. 有効な安全対策、対策事例 
3. 機械設備メーカーに対して、改修を依頼するために必要な情報 
4. 古い機械設備でメーカーへの改修依頼ができない場合の対応 
「こういう方針で、こういうところに、こういう改修の依頼をしてみてはどうか」 

【専門分野個別支援のイメージ】 

• Yさんの知識や経験を
活かして、アドバイス 



SFEに求められる知識等（機械設備安全に係る部分） 
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項目 企業の取組みレベル 総合診断SFEに求められること 

リスクアセス 
メントの実施 

 リスクアセスメントが必要な機械設備であることを認識している 

 リスクアセスメントをやっている、やろうとしている 

 リスクアセスメントで、なんらかの問題点を抽出している 

 リスクアセスメントに関する基本的な知識がある 

 リスクアセスメントの実施優良事例について知
見があり、アドバイスができる 

 抽出した問題点の妥当性を評価している 

 必要な問題点を抽出できる 
専門分野レベル 

機械設備に
係わる保護 
方策の実施 

 手順の見直しや保護柵の設置などなんらかの対策を立案し、
実行している 

 機械設備そのものに関する対策を立案し、実行している 

 作業等に関する基本的な法令の知識がある 

 安全装置等に関する基本的な知識がある 

 対策の妥当性や有効性を評価している 

 保護方策の見直しを行っている 

 適切な保護方策を立案し、実行できる 

専門分野レベル 

機械設備を 

安全に取扱う
ための管理 

手法・体制の
導入・運用 

 役割分担が決まっている 

 役割分担に基づき機械設備を管理している 

 どういった担当者を置き、それぞれがどのような
役割を担うべきかについてアドバイスができる 

 管理手法を見直している 

 機械設備の管理状況が、一元化して把握されている 

 会社全体で、組織だった管理が行われている 

専門分野レベル 

機械設備の
安全に関する
取組みの 

行動計画の
策定・実行 

 行動計画を作成している 

 行動計画に基づき活動を実施している 

 計画作成にあたってアドバイスができる 

 進捗管理方法等についてアドバイスができる 

 活動内容の有効性や妥当性を評価している 

 行動計画の見直しを行っている 

 短期、中期、長期的視点で、それぞれ計画を策定し、実行がで
きる 

専門分野レベル 



SFEのネットワーク化 
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SFEのネットワークがあれば 

 SFEに求められる知識は多岐に渡るため、複数名によるチームで、 
互いに補完する体制が現実的である。 

   → チームを作るためには、SFEのネットワークがあるとよい 

 そのネットワークを運営する組織（ネットワーク窓口）を通じて企業を支援するこ
とができれば、「どこに支援を求めればよいかわからない」という企業にとっては
、SFEを活用しやすくなる 

 ネットワーク窓口に、蓄積・共有される情報（企業の事故事例、取組事例、SFE

による支援の具体例）の発信により、企業における取組促進の環境醸成が期待
される 

 

 企業を束ねる事業者団体を通じて企業を支援することができれば、 
さらに、効率的かつ効果的な支援が可能なのではないか 

 企業および事業者団体の特性に応じた情報共有や情報発信 

 企業および事業者団体の特性に応じた集団研修等による支援 

 企業および事業者団体の特性に適したSFEの選定 

 SFEの活用に必要な費用の分散 

 事業者団体やSFEのスキルアップ 
22 



SFEが活用されるネットワークのイメージ① 

 SFEによる安全化の支援を効率的かつ効果的に行うためには、 
SFEと支援先の企業・団体がつながったネットワークが構築され、 
継続的に機能することが必要 

23 

【個別の事業場を支援する場合のネットワークイメージ】 



SFEが活用されるネットワークのイメージ② 

【団体を通じて、事業場を支援する場合のネットワークイメージ】 
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SFE派遣 試行結果 

 複数名の機械設備安全の専門家を、事業者団体に派遣 
→ 「団体を通じて、事業場を支援する場合」の試行 
 法改正等に関するセミナーを行い、その後セミナー参加企業2社の 
事業場を訪問。事業場の総合診断を行った 

25 

団体窓口側の意見等 

 今回診断を行った企業は、当初、診断を受けることに対し若干腰が引けていたと
ころもあったが、事務局として受診を勧めた 

 以前、別の事業で専門家が派遣されたときは、専門家の指摘事項が現場の求め
るものと離れていたことがあったが、今回の診断における機械設備安全に関する
指摘事項は、有効なものであったと思われる 

 業種の異なる企業の集まりではあるが、どの企業にも必要な法改正情報等は、事
務局が情報発信していく意義がある 

 他の団体窓口との法改正情報等の情報共有、取組の情報交換ができる仕組が
あるとよい 

診断対象企業の意見等 

 現場の安全確保については、必要性は感じていたものの取組めずにおり、今回の
診断は、取組みを進めるよいきっかけとなる 



多くの事業者がSFEを活用できるようにするために 

 “現場”を支援するためには、事業者とSFEが、心理的 or 物理的に 
近い存在であることが必要 

 1つのネットワークで全国をカバーすることは現実的ではない 
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 ネットワーク窓口は一つでなくともよい 

 複数のネットワーク窓口が存在し、それぞれがSFEと企業との
橋渡しを行うことが望ましい 

 先行してネットワークを構築したネットワーク窓口には、 
専門家派遣事業を行っている他の団体等に対してSFEの 
活用を働きかけるなど、複数のネットワーク窓口を 
つなぐ機能を担うことが期待される 



ネットワークを多層化したモデル（ネットワークモデル） 
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ネットワーク窓口 （例えば地方自治体） 個別企業 

専門分野SFE 

専門分野SFE 団体窓口 
（例えば労働基準協会） 

団体加盟企業 

団体加盟企業 

ネットワーク窓口 （例えば公益法人） 

総合診断SFE 

団体窓口 
（例えば機械ユーザー団体） 

総合診断SFE 



まとめ 
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SFEについて 

 中小事業場が機械設備安全に効果的に取り組むためには、Safety Field Engineer（略
称SFE）による安全化のための支援を行うとよい。 
 SFEは、機械を使用する”Field”（現場）を対象としたエンジニアであって、機械が設置された後の運

用を担う。機械を設計する段階で業務を実施するSafety Engineerとは、別の人材である。 

 求められる知識は多岐に渡るため、複数名によるチームで、互いに補完する体制が現実的である。 

 企業が必要な取組み項目は何か、その取組みにはどのようなレベルが求められるのかを判定する
総合診断SFEと、企業に必要な取組み項目に対し、求められるレベルに応じた支援を行う専門分野
SFEに分類される。 

 既存人材の中では、実務経験のある労働安全コンサルタントであれば、総合診断SFEを担うことが
可能と考えられる。また、専門分野SFEは、機械のメーカー設計担当・インテグレーター等などが、
その機能を担うことができると考えられる。 

 SFEによる安全化の支援を効率的かつ効果的に行うためには、SFEと支援先の企業・団体
がつながったネットワークが構築され、継続的に機能することが必要である。 
 ネットワークの概念図は、個別企業支援および団体支援のそれぞれについて以下の通り。 
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個別企業支援 団体支援 



SFEネットワークが具体的に機能するために 

 ネットワーク窓口について 
 専門家派遣事業実施団体に、ネットワーク窓口となってもらうことが、早期のネットワーク立ち上げ

のために有効である。 

 機能を果たすそれ以外の機関としては、公的機関、各種団体、技術士・労働安全コンサルタント
等の専門家の個人事務所 等が想定される。 

 ネットワーク窓口は一つではなく、複数のネットワーク窓口が存在するようになり、それぞれが
SFEと企業との橋渡しを行うことが期待される。 

 先行してネットワークを構築したネットワーク窓口には、専門家派遣事業を行っている他の団体等
に対してSFEの活用を働きかけるなど、複数のネットワーク窓口をつなぐ機能を担うことが期待さ
れる。 

 複数のネットワーク窓口が、複数の企業・団体や総合診断SFE等と連携しながら、ネットワークが
機能しているイメージを示した図は次ページの通り。 

 

 団体窓口について 
 安全衛生を取り扱う事業者団体（例：労働基準協会）が、団体窓口としての機能を担うことが早期

のネットワーク立ち上げのために有効である。 

 団体窓口の機能を果たすそれ以外の機関としては、業界団体の事務局、工業団地等の地域団
体の事務局、全国各地の労働基準協会、特定の企業と取引のある協力会社で組織される協力
会の事務局（又はその特定の企業）、中小製造企業を支援している地方自治体やその外郭団体
、労働基準監督署 等が想定される。 

 団体が、加盟企業の機械設備安全担当者とコミュニケーションをとり、SFEネットワークの団体窓
口として有効に機能するようになることが望ましい。 
 

 ネットワーク上の各者に対して期待される具体的な機能の例は、次々ページの通り。 30 



ネットワークモデル 
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ネットワーク窓口 （例えば地方自治体） 個別企業 

専門分野SFE 

専門分野SFE 団体窓口 
（例えば労働基準協会） 

団体加盟企業 

団体加盟企業 

ネットワーク窓口 （例えば公益法人） 

総合診断SFE 

団体窓口 
（例えば機械ユーザー団体） 

総合診断SFE 



ネットワークモデルにおける関係各者の役割 
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団体窓口 

ネットワーク窓口 企業の安全担当者 

SFE 



企業の安全担当者 に期待される具体的な機能の例 

 法改正の最新情報を得ること 

 安全対策の最新情報を得ること 

 機械設備メーカーに対して、適切な相談ができること 

 講習等で教育を受けたあと、それを現場に展開すること 
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ネットワーク窓口 に期待される具体的な機能の例 

 団体窓口との接点・関係づくり 

 法改正の最新情報の収集・発信 

 安全対策の最新情報の収集・発信 

 他の団体の取組や事故事例等の情報収集・発信 

 団体や企業のニーズの把握 

 SFEネットワークの構築 

 適切なSFEの選定と派遣 
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団体窓口 に期待される具体的な機能の例 

 法改正の最新情報の収集・発信 

 安全対策の最新情報の収集・発信 

 他の団体の取組や事故事例等の情報収集・発信 

 講習会等の企画・開催、加盟企業の個別のニーズに応える
ことが可能な個別相談会の企画・開催や専門家の派遣要請 

 加盟企業への働きかけ 

 SFEの支援に基づく、加盟企業の実態に沿ったガイドライン
や教育資料の作成 
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SFE に期待される具体的な機能の例 

 法改正の最新情報の提供 

 他の団体の取組や事故事例等の提供 

 安全対策の最新情報の提供 

 企業が機械設備メーカーに保守点検改修等を相談するに 
あたっての支援 

 古い機械設備の安全化に関する支援 

 企業の安全担当者が講習等で教育を受けたあと、 
それを現場に展開するにあたっての支援 
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ネットワーク構築に向けて ― 企業に望まれる取組 

 企業は、機械設備安全への取組みの起点として、自社に必要な取組み

項目があることを把握し、主体的にネットワークを利用して総合診断

SFEの派遣を依頼することが期待される。 

そのためには、機械設備安全に関して、企業のあるべき姿を知る機械

設備安全担当者を育成すること、また、機械設備安全の重要性を認識

してもらい、機械設備安全担当者に適切な権限を与えるために、経営

者の啓発を行うことが必要と考えられる。 

37 



ネットワーク構築に向けて ―費用負担 

 費用の負担を避けたいという企業の考えが、外部専門家の活用を妨げ

ている面がある。行政が関与する他の専門家派遣事業のように、ネット

ワーク運営費用の一部を補助金等で負担することで、企業の負担が軽

減され、SFEが活用される可能性がある。 

 ただし、企業側の負担がゼロであったり、SFEがボランティアで支援を行

うことは、企業の主体的な取組みや、適切なサービスの授受の観点で、

好ましくない、という意見もある。 
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ネットワーク構築に向けて ― 社会的な枠組みによる環境醸成 

 社会的な枠組みとして、機械設備安全化を促す環境が醸成されれば、

企業の取組みが促進される可能性がある。 

 具体的な環境醸成の例として、企業の取組が評価される仕組みづくり、

民間による働きかけ（安全調達、顧客企業からの依頼 など）や、行政の

関与（補助金等の金銭的支援、労災保険料や法人税等の軽減措置、安

全対策実施の義務付け など）が挙げられる。 
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ご清聴ありがとうございました 
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