
 「労働災害防止に向けた行動計画」に基づく２０２１年活動実績

計画：● 　　　　　新規取組：網掛け　/　実績：◎ →　　延期：△ ⇒　　中止：×　　新規取組：斜字･網掛け 日本製紙連合会　安全衛生委員会

2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

１．恒常的な取組

（１）死亡災害撲滅活動

　１）経営トップへの働きかけ 理事会報告 ●◎ ●◎ ●◎

活動計画更新 2020安全成績報告 上期安全成績報告

　２）労働組合への働きかけ 合同会合 ●× ●× ●◎

安全情報連絡会 第27回安全と健康を考えるシンポジウム 第61回安全大会(釧路)→WEB

災害情報の共有

　３）会員会社・会員への働きかけ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

安全講演会 安全講演会 安全大会(釧路)→WEB 安全講演会

（職長能力向上教育） （王子AR・VRによる安全教育） （短経験者の安全対策） （北越労働災害撲滅への取り組み）

　４）業界他団体への働きかけ ユーチューブ視聴

機械すき和紙連合会、全国段ボール工業組合連合会、古紙再生促進センター、日本板紙組合連合会、 ●

紙パルプ技術協会、全国クラフト紙袋工業組合 KPA･CTPIA大会傍聴

（２）安全衛生委員会の運営 ●◎ ●×

活動計画更新 大会運営要領

進捗確認 進捗確認

（３）災害事例の水平展開 災害連絡表の配信

（４）安全統計の作成 月次報告 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

年度報告 ●◎ ●◎

災害統計綴り/災害発生状況･要因分析 第61回安全大会資料

（５）安全衛生分科会の運営 ●◎ ●◎ ●× ●◎ ●◎ ●△

活動計画更新 安全講演会 異業種工場 見学会 安全講演会 安全講演会 異業種工場 見学会

（職長能力向上教育） (2020年計画分) （王子AR・VRによる安全教育） （北越労働災害撲滅への取り組み）
大会開催 ●◎ ●×

第61回（釧路→WEB） 現地打合せ(新横浜)
安全衛生小委員会 ●◎ ●◎ ●◎ ●× ●◎

第61回準備② 準備③ 準備④ 第61回総括 第62回準備①
理事会報告 ●× ●◎

大会議案 大会総括
カリキュラム検討

（第62回大会）

（７）業界内外への情報発信 ＨＰコンテンツ更新 ●◎ ●◎ ●◎ ●× ●◎ ●× ●

活動計画更新 講演資料 2020安全成績 講演資料 安全大会資料 講演資料 優良職長顕彰

（職長能力向上教育） 要因分析 緑十字賞

（８）業界内外の知見活用・業界横断的取組

　１）製造業安全対策官民協議会 協議会 ●◎ ●◎

第9回本会合 第10回本会合
全国産業安全衛生大会 ●◎

第80回（東京）
WG･SWG

●◎ ●◎ ●◎ ●× ●◎ ●×

第8回WG チェックリスト完成 第9回WG 第10回WG 現地視察

チェック実施依頼

　２）紙パルプ業界横断的取組

機械すき和紙連合会、全国段ボール工業組合連合会、古紙再生促進センター、日本板紙組合連合会、

紙パルプ技術協会、全国クラフト紙袋工業組合

２．死亡災害頻発対策（隔年実施）

（１）継続検討課題

　１）入構許可に関する運用の徹底 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

　２）新規入構者への教育の徹底 安全衛生委員会 安全衛生委員会 フォローアップ調査依頼 

　３）製造業元方指針の遵守 講演会実施 （入構運用）

３．将来的取組

（１）業界としての設備安全基準の検討・制定 ●◎ ●× ●◎ ●◎ ●◎ ●×

（２）業界としての安全衛生教育体系の検討・制定 研修会･勉強会等の企画 安全講演会 合同パトロール検討 安全講演会 大会講演 安全講演会 合同パトロール

（３）合同安全パトロールの実施 （職長能力向上教育） （王子AR・VRによる安全教育） （短経験者の安全対策） （北越労働災害撲滅への取り組み）

月次災害統計･厚生労働省
死亡災害速報等の提供

臨時入構業者安全教育に
ついて実態調査実施

調査結果
フィードバック

2022年1月14日

取組項目

月次災害統計･厚生労働省
死亡災害速報等の提供

（６）全国紙パルプ安全衛生大会の開催

　成果物の水平展開
　他業界との交流 チェック結果

フィードバック

2021年実績



 「労働災害防止に向けた行動計画」に基づく２０２２年活動計画

計画：● 　　　　　新規取組：網掛け 日本製紙連合会　安全衛生委員会

2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

１．恒常的な取組

（１）死亡災害撲滅活動

　１）経営トップへの働きかけ 理事会報告 ● ● ●

活動計画更新 2021安全成績報告 上期安全成績報告

　２）労働組合への働きかけ 合同会合 ● ● ●

安全情報連絡会 第28回安全と健康を考えるシンポジウム 第62回安全大会(釧路)

災害情報の共有の強化

　３）会員会社・会員への働きかけ ● ● ● ●

二部会員との情報共有の強化 安全講演会 安全講演会 安全大会(釧路) 安全講演会

（機械安全による労災防止）

　４）業界他団体への働きかけ

機械すき和紙連合会、全国段ボール工業組合連合会、古紙再生促進センター、日本板紙組合連合会、

紙パルプ技術協会、全国クラフト紙袋工業組合

（２）安全衛生委員会の運営 ● ●

活動計画更新 大会運営要領

進捗確認 進捗確認

（３）災害事例の水平展開 災害連絡表の配信

（４）安全統計の作成 月次報告 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

年度報告 ● ●

災害統計綴り/災害発生状況･要因分析 第62回安全大会資料

（５）安全衛生分科会の運営 ● ● ● ● ●

活動計画更新 安全講演会 安全講演会 安全講演会 異業種工場 見学会

（機械安全による労災防止）
大会開催 ● ● ●

現地打合せ(釧路) 第62回（釧路） 現地打合せ(新横浜)
安全衛生小委員会 ● ● ● ●

第62回準備② 準備➂ 第62回総括 第63回準備①
理事会報告 ● ●

大会議案 大会総括

（７）業界内外への情報発信 ＨＰコンテンツ更新 ● ● ● ● ● ● ●

活動計画更新 講演資料 2021安全成績 講演資料 安全大会資料 講演資料 優良職長顕彰

（機械安全による労災防止） 要因分析 緑十字賞

（８）業界内外の知見活用・業界横断的取組

　１）製造業安全対策官民協議会 協議会 ● ● ●

第11回本会合 理事会報告 第12回本会合
全国産業安全衛生大会 ●

第81回（福岡）
WG･SWG

● ● ●

第11回WG 第12回WG 第13回WG

　２）紙パルプ業界横断的取組

機械すき和紙連合会、全国段ボール工業組合連合会、古紙再生促進センター、日本板紙組合連合会、

紙パルプ技術協会、全国クラフト紙袋工業組合

２．死亡災害頻発対策（隔年実施）

（１）継続検討課題

　１）入構許可に関する運用の徹底 ● ● ● ●

　２）新規入構者への教育の徹底 安全衛生委員会 安全衛生委員会 フォローアップ調査依頼 

　３）製造業元方指針の遵守 講演会実施 （元方方針）

３）元方事業主による安全
衛生管理のための指針実
態調査

　成果物の水平展開
　他業界との交流

2022年1月14日

取組項目

月次災害統計･厚生労働省
死亡災害速報等の提供

（６）全国紙パルプ安全衛生大会の開催

月次災害統計･厚生労働省
死亡災害速報等の提供

調査結果
フィードバック

2022年計画


