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LRQA road to success 

COMPANY PROFILE 

ユニバーサル造船株式会社 

（現 ジャパン マリンユナイテッド株式会社） 

有明事業所 

〒869-0113  

熊本県玉名郡長洲町大字有明 1 番地 

TEL 0968-65-7100 

FAX 0968-65-7123 

2002 年に日本鋼管と日立造船の船舶・海洋

部門が統合して生まれたユニバーサル造船

株式会社。有明事業所は、日立造船時代の

1973 年に操業をスタートし、現在では、超

大型タンカーVLCC とオアキャリア VLOC の

製造に特化しており、造船業界屈指の生産

量を誇っている。（本記事は、2010 年 11

月に取材しました。） 

安全管理体制に以前より定評のあったユニバーサル造船株式会社 有明事業所で

は、さらなる安全レベルの向上を目指し、2002 年に OHSAS18001 の認証を取得。

その後、災害件数は右肩下がりで減少。2009 年には休業災害ゼロを達成して、社

団法人日本造船工業会から安全優秀賞を受賞している。 

OHSAS18001 労働安全衛生マネジメントシステム 

徹底したリスクアセスメントで 
安全レベルを向上。 
重大災害ゼロの達成で、 

安全優秀賞に輝く。 

（現 ジャパン マリンユナイテッド株式会社） 

有明事業所  

環境・安全衛生部  部長 

林田 時和 氏 

有明事業所  

環境・安全衛生部 

環境・安全衛生室  室長 

高口 卓也 氏 
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安全レベルを高めるために 

OHSAS18001の認証を取得 

造船業界の製造現場では、高所作業な

どが多く有機溶剤や粉塵、騒音もあ

り、一歩間違えると重大災害を引き起

こす可能性もあるため、労働安全衛生

への意識が高く、古くから様々な取り

組みが行われてきた。造船業界屈指の

生産量を誇るユニバーサル造船株式会

社 有明事業所でも、以前より徹底し

た安全管理を行い、その取り組みは高

く評価されてきた。 

そんな同事業所では、安全管理のレベ

ルをさらに高めるために、2002 年 8

月に OHSAS18001 の認証を取得した。

環境・安全衛生部 部長 林田 時和 氏

は、次のように語る。 

「当時すでに、ISO9001 や ISO14001

の認証を取得しており、社内では、次

は OHSAS18001 の認証を取得しようと

いう話が出ていました。

システムで管理すること

で、さらにキメ細やかな

安全管理が行えるように

なったと実感していま

す。」 

徹底したリスクアセスメントで、 

重大災害ゼロに 

同事業所では、OHSAS18001 の導入

後、人・物・設備のさらなる危険源の

排除を目指し、徹底したリスクアセス

メントを行ったという。発生した災害

や重大ヒヤリハットはすぐにリスクア

セスメントにのせ対策を講じている。

また、日々のヒヤリハットは集計シス

テムがあり、月に一度分析し、どこに

危険が潜んでいるかを現場にフィード

バックするようになったと、環境・安

全衛生部 環境・安全衛生室 室長 高口 

卓也 氏は語る。 

「導入前は、災害が起こってから対策

を行うことが多かったのですが、今で

はリスクの高いものから事前に対策を

講じるようになりました。設備につい

ては、有明事業所で蓄積している情報

はもちろんのこと、他の事業所で起き

た災害の情報も収集して、危険源をリ

ストアップしています。」 

各部門からは年間 600 件を越えるほど

の改善提案が出てくるほど熱心に取り

組んでおり、現在、設備についての危

険源はほとんど対策を講じているとい

う。 

造船の製造現場では足場を組んでいる

ことが多いが、同事業所では、各ブロ

ックの組み立て前に部品の取り付けや

配管を事前に行うなど、できるだけ足

場を組まずに作業を進めているのも、

その一例だ。こうした対策は、設計と

製造現場が一体となり、設計段階から

現場での安全性を考え推し進めている

という。 

OHSAS18001 の導入後、同事業所の災

害件数は大きく減少しており、重大災

害は、ここ数年はゼロという状況にま

で安全レベルは向上している。 

❶1400 件の応募の中から選ばれた安

全標語を掲示している ❷ドックに

入る前には必ず安全ベルトの取り付

け確認を行う ❸ヒヤリハット報告

書は、すぐに現場の掲示板に掲示さ

れる ❹❺落下や感電などの危険に

ついて学べる安全研修センター 

❶ ❷ ❹ ❺ 

❸ 
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ヒューマンエラーを 

防止するための多彩な教育 

現在、同事業所で起こっている軽微な

災害のほとんどはヒューマンエラーが

原因だという。作業者自身が安全に関

する自覚を持っていなければ、どうし

ても災害につながってしまうため、研

修や安全パトロールなど徹底した教育

を行っている。 

研修では、講義やビデオで安全につい

て学ぶ座学研修はもちろんのこと、事

業所内に安全研修センターを設置。脚

立の足場が固定されていなければどう

なるか、5ｍの高さから落下するとど

れ程の衝撃を受けるか、といったこと

を体感しながら、安全について体で理

解させるようにしている。また、所轄

の労働基準監督署に依頼して、現場の

視察や研修を行ってもらうこともある

という。 

「OHSAS18001 導入以来、様々な角度

から分析を行っていますが、統計を見

ると、やはり若手や再雇用のシニアに

災害発生が多いため、教育を徹底して

います。中堅社員も気が緩むとすぐに

数字として表れてきますから、改めて

研修を行っています。」（林田氏） 

安全作業に重要となる 

コミュニケーション 

さらに、現場への安全パトロールは毎

日行っている。安全パトロールでは、

ルールを守っていない従業員がいる

と、単に指摘をするだけではなく、な

ぜルールを守らないのか話を聞き、

『なぜなぜ分析』を繰り返し、真の原

因を把握して、確実な安全対策につな

げているという。 

また、安全パトロールの際には、現場

で作業している数多くの協力会社の従

業員も含めて、コミュニケーションを

徹底させている。 

「昔はパトロールが来ると、警戒心を

持つ従業員が多かったのですが、あま

り厳しく指摘するとモチベーションも

下がりますから、パトロールの際には

まずは、声を掛けて心が通うコミュニ

ケーションを心掛けています。指摘す

ることが目的ではなく、安全に作業し

てもらうことが目的なのです。」（高

口氏） 

さらに、班毎の安全管理方法や取り組

みを審査して、優秀な班には表彰を行

うなど、モチベーションの向上へ様々

な取り組みを行っている。 

日本造船工業会より 

安全優秀賞を受賞 

OHSAS18001 を導入して以来、若手従

業員の安全レベルも向上して、災害件

数は右肩下がりで減少。2009 年には

休業災害ゼロを達成している。そして

同年、社団法人日本

造船工業会から安全

優秀賞を見事に受

賞。さらに、従業員

のレベルアップで作

業もスムーズにな

り、作業工程が遅れ

ることもほとんどな

くなった。 

同事業所では、今

後、ゼロ災害という

究極の目標を目指

し、さらに取り組み

を強化していくと高

口氏は語る。 

「安全対策は様々な角度から行うこと

が大切ですから、現場を見て、話をし

て手を替え品を替え、思い立ったらす

ぐに対策を講じるようにしています。

そして、私たちが長い年月の中で蓄積

してきた安全への強い意識を、すべて

の従業員に浸透させていかなければな

らないと思います。」 

そして、最後に林田氏は次のように語

ってくれた。 

「昔から３S（整理・整頓・清掃）の

文化も根付いており、OHSAS18001 の

導入でリスクアセスメントも徹底でき

ました。あとは、安全意識の強い人間

づくりを行っていくこと。そのために

は、安全に携わる人間の情熱が大切だ

と考えています。」 

造船業界の中でも、その安全への取り

組みが高く評価されているユニバーサ

ル造船株式会社 有明事業所。環境・

安全衛生部のお二人の眼差しからは、

すべての従業員を守り抜きたいという

強い使命感が感じられた。 


