
操業安全と事業継続性の確保

当社グループは企業ビジョン「Value Matters 今ま
でなかったものを。世界の価値になるものを。」のも
と、安全が新たな価値と質の向上に不可欠なものと
認識し、安全で健康的な事業の場、ものづくりの場で
あり続けるよう活動を展開していきます。

当社グループは、「Safety FIRST」の取り組みを推
進し、すべての業務領域において現場における安全
風土の底上げと重大な災害を防ぐ取り組みを重ね、
リスクと災害発生の低減、および事業の安定的継続
につなげていきます。

当社グループの2019年度に発生した労働災害は5

件で、設備・安全管理上の問題ではなく、ヒューマン
エラーによるものでした。全体の労働災害発生件数
は2018年度より少なくなったものの、休業災害が発
生しました。

当社は、休業災害の発生を重く受け止め、リスク
マネジメントのプロセスの改善をおこないました。
リスクアセスメントの結果、危険対策がおこなわれ
ると危険源の点数が少なくなり、危険度に対する
意識が小さく（薄れる）なる可能性があります。そ
れを改善するため、対応前後の点数を一目で分か
るようにしました。
小さなミスやヒヤリハットはいつか大きな事故につ

ながる（ハインリッヒの法則）という考えから、当社では
発生した災害の原因調査・分析・是正をおこない、その
情報を全社で共有し再発防止に努めています。
今後も重大災害の防止とともに、ヒューマンエラーを

減らすための取り組み、職場における危険・健康被害
などのリスク抽出と低減活動、さらなる安全職場風
土の醸成に取り組んでいきます。

デクセリアルズグループは、すべての職場が安全・衛生的で、社員が健康に安心して働けるようさまざまな取り
組みをおこなっています。また、事業に重大な影響を与える可能性のある災害や事故の未然防止、被害を最小限
にするための社員教育や設備の補強・改善を計画的に実施しています。
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安全工房体感教室

当社では、安全衛生防災に関する各種訓練・教育を
実施することで有事の際の備えに取り組んでいます。
新入社員に対しては、消火訓練・社外施設での災害

対策訓練など基礎教育を実施しています。
新しく職場の長になる社員に対しては、職場の安全

配慮に関する職長教育をおこない、フォークリフトの操
作、レーザ機器や粉類を取り扱う特殊作業に従事する社
員に対しては適宜適切な安全教育を実施しています。
開発や製造にて多くの化学物質を使用することか

ら、化学物質を安全に取り扱うための基礎教育を定
期的におこなっています。
全社員に対し避難訓練、安否確認システム訓練な

ど、災害発生時の対処を身に着けるための訓練を実
施しています。
鹿沼事業所では、さまざまな危険を体験できる安

全工房を設置し、社員の安全に対する意識や感度を
高める場を設けています。2021年からは栃木事業所
にも同様の場を新設し、社外の方々も含めたくさん
の方々が体感できるように準備を進めています。

当社は定期的に各職場でリスクアセスメントをおこな
っています。各職場における定常・非定常作業におけるあ
らゆる危険を抽出し、レベル選
別のうえ、リスクが高いものから
改善し、レビューをおこなうこ
とで職場安全のPDCAサイクル

を回しています。2019年度はリスクアセスメント評価
システムの改善をおこない、教育やルール等のソフト
面で管理しているリスクを抽出することにより、さらな
るリスク改善策の深堀を実施し、職場安全を高める活
動につなげています。
また当社では特にリスクの高い「機械設備」での危

険リスクの抽出を重視し、設備使用前の設備安全チ
ェックを関係部署連携のもと実施し、安全な「機械設
備」を構築しています。そのうえで使用部署での自主
保全、専門部署での計画保全での各種点検をおこな
うことで「機械設備」の安全性を継続的に保ち、事故
の未然防止に努めています。

地震や台風などの自然災害やパンデミックの発生
は、事業に必要な人員や設備、ライフラインに被害を
およぼす可能性があります。
当社グループでは、有事の際にも事業をできる限

り中断しないために、被害を最小限にとどめ、すばや
く復旧して生産活動を再開できるよう事業継続計画

（BCP）を策定しています。
社内の組織はBCP本部をはじめとして、お客さま

に製品を供給するための原材料調達・製造・物流・営
業などの中核機能、社員の安否確認や社内外の情報
収集などをおこなうサポート機能といった、機能別
に役割を明確化し、想定される対応・行動をもとに復
旧マニュアルを作成しています。

COVID-19の感染拡大の際には、発生後間もない
2020年1月末に対策本部を立ち上げ、全社を挙げて
いち早く対策を開始しました。海外も含めた全事業
所での感染防止対策の徹底により製品の安定供給を
維持することができました。
サプライチェーンにおいても、エリア感染状況や

物流障害発生状況を把握のうえ、情報共有により対
策強化を実施しました。
社内の感染防止対策の実施にあたっては、マスクやデ

スクウオールなどの感染予防対策品の調達を国内外の
事業所間で融通し合うシステムを運用することで、全社
員が感染拡大防止を継続できる体制を構築しています。
当社は今後も継続してBCPの強化改善をおこない、

さらなる事業継続力の向上に取り組んでいきます。

教育・訓練

職場安全

事業継続計画（BCP活動）

事業継続計画（BCP）の組織構成と機能役割

ステークホルダーへ
情報発信

代表取締役社長を本部長として
災害発生・有事の際にグループ全体を統括する

コーポレート緊急対策本部

本部機能

報告

製品供給 復旧マニュアルをもとに
速やかに生産活動を再開する

材料調達 製造・検査 出荷・物流

中核機能

指示

被害や稼動の状況を調査・確認し、
各種インフラの復旧対応や後方支援をおこなう

本部サポート
●  経営情報
社内外情報
法規制情報の入手と対応

●  

●  

●  安否確認、人員確保
食事、飲料水、救護
生産設備の復旧と提供
電気、ガス、水、廃棄物処理
資金確保、売掛金回収　

●  

●  

●  

●  

中核サポート

サポート機能

chapter 1
Introduction

chapter 5
Corporate Info

chapter 4
Financial Section

chapter 3
Materiality

chapter 2
Strategy

Dexerials Integrated Report 2020   61

web_010_0339387892009.indd   61 2020/12/21   20:12:04




