〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部高齢福祉課住居支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：住居支援係

改善前

□４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年 ２月 ２８日（ 火 ）

□危険箇所の改善

□環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・

□作業方法の改善

■職員の意識などに関して考えてみてください

■職員の意識

・

改善前の状況

新しい環境に（働く場所、周りの職員）で

・

の仕事に慣れるまで不安。孤独感がある。落

に関して

意識してできる職員、できない職
員がいる。
（相手の気持ちを考えて行

ち込みやすくなる。

動できるかどうか、そこまで考える
ことはできないか）
改善時の工夫、改善後の状況
・

目標に掲げることで意識してでき
る職員も増えた。一方で変わらない

ということについて
・

改善後

職員もいた。
・

慣れるまでは気にかけることを忘れない様

（こちらだけの問題ではないと思
われるが）入職、異動数日で「辞め

にする。

たい」との声も聞かれることがあっ

・声をかける、話しかける様にする。

たため、相手を気にかける事が足り
なかった可能性もある。
・

春季に関わらず、新しい環境に身
をおく際の相手の立場を考えられる

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の

職員の育成を行っていく必要があ

改善について抽出してください

る。
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部高齢福祉課健康支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：健康支援係

改善前

□４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年 ３月１２日（ 日 ）

□危険箇所の改善

□環境 ・ □方法 ☑部署内の方策

☑作業方法の改善
に関して

□職員の意識などに関して考えてみてください
新入職員ＯＪＴについて→口伝が多いことで

改善前の状況

① 教える人で差異が発生

① 一人の業務中に確認したいことが

② 自分のメモにたよった業務になり、

あっても、確認するものが自分の

不十分な理解が事故につながる

メモのみのことがあり、不安にな
っていた。

③ ＯＪＴ資料が分散している

② ＯＪＴ資料が分散しており、その
改善後

都度準備が必要だった。

ということについて
ＯＪＴ資料をファイリングすることで

改善時の工夫、改善後の状況

① 統一されたＯＪＴ

① 5 月からの侵入職員に使用。コピ

② 業務手順やルールを正しく確認できる

ーして確認しながらの業務ができ

③ 資料をその都度準備しなくてよい

ている。
② 業務手順を正しく、統一したもの
として再確認、修正が容易になる。

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください

-2-

〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部高齢福祉課ショートステイ支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：ショートステイ係

改善前

□４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年 ３月１３日（月）

□危険箇所の改善

□環境 ・ ☑方法 □部署内の方策 ・

☑作業方法の改善

☑職員の意識などに関して考えてみてください

※

環境等の見えるものでなく、時期による意識等の取り組み事
項のため写真はなし。

・

改善前の状況
・

送迎（夕方）の時間が新小学１年生の下校
※

時間と重なる

に関して

中山児童館が送迎ルート内にあり、より一層の注意をした送

日常から送迎対応職員は、ご利用
者を乗車した運転をするため、安全

迎対応が必要である。

運転をしているが、時季に応じた運
転を意識して行う等は少なかった。

ということについて
改善後
・

改善時の工夫、改善後の状況
・

交通ルールがまだ十分に理解できていない
面もあるため、送迎を担当する職員がより気
を付けて業務実施をする必要がある

※

4 月から 5 月 19 日現在、ショートステイ送迎中の交通事故
やひやりはっと案件はゼロ。

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください
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中山児童センターがせんだんの杜
近くにあるが、夕方送迎時間は特に
安全運転に注意した対応ができた。

〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部高齢福祉課ケアハウス支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：ケアハウス支援係

改善前

□４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年 ３月１５日（水）

・季節の変わり目で体調を崩しやすくなる。

□危険箇所の改善

□環境 ・ □方法 ☑部署内の方策

⇒うがい・手洗いの励行と体力や免疫力の低下を招かないよう

☑作業方法の改善

に食事にも気を遣いながら生活を送る。

□職員の意識などに関して考えてみてください

・花粉症の症状が出る。

改善前の状況

⇒うがいや手洗いを励行し、マスク等にて予防に努める。

季節の変わり目に予想される職員の健康管理

に関して
・

・メンタル面の管理が難しくなる。

の重要性

大きく体調を崩すことはないが、
体調管理について、十分注意をする

⇒規則正しい生活を心がけ、休日などにストレスを発散するよ

必要がある。

うにして精神面の安定化を図る。

ということについて
改善後
チーム内での意見で各々の体調の管理につい

・

ての意見が多数を占めていたため
・

季節の変わり目の体調管理については、特に体調を崩すこと
なく現在に至っている。気温の上昇する日もあるため、水分の

改善時の工夫、改善後の状況

補給などにおいても注意喚起していきたいと思います。

・

花粉症の職員は、自発的にマスクの着用や花粉の飛散情報を
収集していた。

・
と思うという意見を採用して取り組んだ

春の取り組みは、個々の体調管理
について着目し、実践出来ていた。
目新しいことには取り組んでいな

メンタル面の維持管理については、休日の過ごし方などに意
識して取り組めていたと思う。

いが、季節に応じてスタンダードな
取り組みになることを期待してい
る。

※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部高齢福祉課ケアハウス支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：ケアハウス支援係

改善前

□４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年 ３月１５日（水）

・暖かな陽気により眠気が襲うことも予想される。

□危険箇所の改善

□環境 ・ □方法 ☑部署内の方策

⇒規則正しい生活を心掛け、車の運転に支障を来さないように

☑作業方法の改善

する。

□職員の意識などに関して考えてみてください

に関して

・気候変動による急な積雪も予想される。
⇒自家用車のタイヤ交換を５月頃に予定し不測の事態にも備え

春の交通安全週間を意識して、自家用車の運

改善前の状況
・

ておく。

転や公用車の運転の際に改めて安全運転を心が

冬季期間も車の運転には十分注意
していたが、春季期間においても継
続して安全運転に努める。

ける。

ということについて

改善後
・

自家用車や公用車の運転について、日頃より十分注意して運
転

春の暖かな陽気や気候の変動により、車の運

を行っているが、春の暖かな陽気もあり、より一層の安全

運転を心掛けて実践している。睡眠を十分とることも意識して

転において安全運転を心掛ける必要がある

取り組めている。
・

と思うという意見を採用して取り組んだ

改善時の工夫、改善後の状況
・

車の運転に関する項目について、
取り組みました。予期せぬ事故はあ

４月中の積雪は無かったが、不測の事態を想定することは出

ると思いますが、その確率が低くな

来た。その年によって違いがあるため、次年度以降も意識して

るような意識と取り組みは必要だと

取り組みたいと思います。

思います。今後においても、常に安
全運転に努めていきます。

※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部地域サービス課地域包括支援係
アセスメント用紙

課題となった場所・方法等とその改善が分かる写真

部署：高齢福祉部地域ｻｰﾋﾞｽ課中山地域係（相談）

☑４S（整理・整頓・清潔・清掃）

改善前

日時：平成 29 年 3 月 16 日（ 木 ）

☑危険箇所の改善

☑場所・□方法・□部署内の方策 ・

□作業方法の改善

☑職員の意識などに関して考えてみてください
□利用者 □職員 □ご家族等
・

に関して
改善前の状況

にとって

・加湿器やその他書棚の上に物品がお

加湿器、その他物品が書棚の上に置いてあ

いてあり、地震や棚にぶつかったと

り、地震の際転落の危険がある。
・

きなどに落下し、職員が怪我をする

春は風が強い季節であるため、風に煽られ

危険性があった。

て車のドアが開きすぎてぶつけてしまう危険

・新しく入職した職員もおり、ドアが

がある。

開きやすい車（ミラ２台）の特性を
しらず、ぶつけてしまう危険性があ

ということについて
・

加湿器の場所を安全な場所へ変更する。そ

改善後

った。
改善時の工夫、改善後の状況

の他の物品は必要のないものは処分し、必要

全ての物品を移動することは、スペ

なものは安全なところに収納をする。
・

ース上難しかったが、レターラック、

風の強い日には車のドアの開閉には気をつ

段ボール等移せるものは移動した。加

ける。

湿器については移すことができなかっ
たが、今季は使用終了のため、来季設
置時に再度検討することとする。
ドアの開閉については、職員それぞ

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の

れが注意した効果があり、ぶつけるこ

改善について抽出してください

とはなかった。今後も意識し開閉する。
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部地域サービス課中山地域支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：地域サービス課中山地域係

改善前

□４S（整理・整頓・清潔・清掃）
□危険箇所の改善

日時：平成２９年３月１６日（ 木 ）
□環境 ・ □方法 ・ □部署内の方策

☑作業方法の改善

改善後

に関して

☑職員の意識などに関して考えてみてください
改善前の状況

日別、昼夜の気温の寒暖差が大きい

日々の最高最低気温や天候について
の情報収集は個人毎の対応となってお
り服装等の選択が適切でない場合が見
受けられた。
ということについて
改善時の工夫、改善後の状況

服装等をきちんと対応しないと体調を崩す

・

全員が必ず確認する事務室の作業
机に新聞の週間天気予報の拡大コピ
ーを週一回の交換ペースで掲示。

・

日々の天候や気温について関心を
持ち職員間での会話にも出る事で服
装などの対応がより適切に行えるよ
うになった。

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部地域サービス課中山地域支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：地域サービス課中山地域係

改善前

☑４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年３月１６日（ 木 ）

□危険箇所の改善

☑環境 ・ □方法 ・ □部署内の方策

□作業方法の改善
に関して

□職員の意識などに関して考えてみてください
改善前の状況

春一番などの強風があった時、庭や玄関前に

玄関先や庭に強風の際、飛ばされる

置いてある軽い物が飛ばされる

可能性がある物品が見られた。

ということについて

改善後

飛んできたものが人にあたったら怪我をする
改善時の工夫、改善後の状況

危険がある

・

玄関先の掃除用具について強風が
予想された場合、玄関内に移動させ
る。

・

庭の物品については、紐でまとめ
たり、重しをのせる等、常に飛ばさ
れない状態を維持させる。

と思うという意見を採用して取り組んだ
・

※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の

強風により物品が飛ばされる事は
なかった。

改善について抽出してください

-8-

〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部地域連携推進係
部署：高齢福祉部 地域連携推進係

課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等

☑４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年５月２２日（月）

改善前

□危険箇所の改善

☑環境 ・ ☑方法 □部署内の方策

○風で飛ばされたゴミや捨てられた（落ちた）ゴミなどがある。

□作業方法の改善

□職員の意識などに関して考えてみてください

・タバコの吸い殻

○雪や枯葉に混ざって埋もれていたゴミや春風

・紙ごみ

により、敷地内に紙ごみやビニールゴミが

・ビニール袋

に関して
改善前の状況

など

○ゴミが落ちている。

目立つ季節となるため、通勤時等の敷地内の
改善後

歩行時に拾う。
ということについて

改善時の工夫、改善後の状況

○通勤時に車から降りて杜へ入るまで、または

○ゴミが片付き、清潔な敷地内を保つ

帰宅の際にゴミを見つけたら拾う習慣をつけ

ことができた。

たい。

○散歩中の住民より「ここは広いのに

○来客や散歩中の住民に恥ずかしくないように

目立ったゴミもなくてきれいだね。

したい。

従業員さんの意識が高いからだね。
」
と声を掛けていただいた。

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください

・タバコの吸い殻、紙ごみ、キーホルダー、プラスティック製品
などのゴミが落ちていた。
・写真は１日の量。
・道路や植え込み、側溝などに頻繁に落ちていた。
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：高齢福祉部実習相談課実習相談係
アセスメント用紙

課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等

部署：高齢福祉部実習相談課実習相談係
日時：平成２９年

３月

□場所 ・ ■方法

改善前

□４S（整理・整頓・清潔・清掃）

１５日（ 火 ）

□危険箇所の改善

に関して

■作業方法の改善
に関して

■利用者 ■職員 □ご家族等 にとって
改善前の状況

４月頃から新しい実習生が多く入り、慣れな

・

い環境の中で行動するため思わぬ事故につなが

新しい実習生が環境に慣れないこ

る行動が予測されます。

とによる事故の危険性（廊下を走

具体的には、

る・急ぐ・荷物を持ち階段を歩くな

・

時間に余裕がなく、廊下等を走る（実習終
了後、バスや電車の時刻に余裕がないため）

・

時間内に記録や指示されたことが終らず焦

改善後

ど）

②危険場所の注意喚起ポスター掲示（予定）
＜階段＞

＜廊下＞

改善時の工夫、改善後の状況
①実習生に具体的な場面について指導
（資料配布・説明）を行っています。

り急ぐことで、物の破損や怪我など

・

・両手でお盆や荷物をもって階段を歩く

時間に余裕をもって行動（５分前
行動）

ということについて

・実習記録を書く時間を確保（15 分）
・

具体的な場面について指導していきます。

職員に指示されたことが時間内に
完了できないことはある。その認識
をもって早めに相談する。

・

両手で荷物を持つ際は、階段では
なくエレベーターを使用する。
（カートや台車等も使用）

以上について取り組んだ
②

※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の

危険場所の注意喚起ポスター掲示
予定（左に例）

改善について抽出してください
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：児童福祉部児童福祉課自立支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：児童福祉部児童福祉課自立支援係

改善前

■４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年 ４月２６日（水）

■危険箇所の改善

■環境 ・ ■方法 □部署内の方策 ・

■作業方法の改善
に関して

■職員の意識などに関して考えてみてください
・

改善前の状況

事業所の周囲の木などに蜂の巣を作りやす

・

い環境にあるため、巣を作らせない対策を取

前年からハチポットを設置してい
たが、時期が遅れてしまった。

り職員や児童が蜂に刺されないようにする。

ということについて
・

事業所の周囲の木や草の剪定を行う

・

以前巣があった場所や、作りやすいと思わ

改善時の工夫、改善後の状況

改善後

・

れる場所に、巣を作らせないスプレーをする
・

スプレーをした場所には巣は作ら
れていない。

女王蜂は 5 月ごろから活動を始めるため、

・

ハチポットを設置する。

ハチポットには、小さな蜂が数匹
と虫が入っている状況。

・

5 月下旬から、数匹スズメバチを
発見したが八ポットには入っていな
い。

・

今後も引き続き設置して、様子を
見ていく。

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：児童福祉部児童福祉課保育支援係・子育て相談支援係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：保育支援係 子育て相談支援係

改善前

□４S（整理・整頓・清潔・清掃）

日時：平成２９年 ３月１６日（木）

□危険箇所の改善

□環境 ・ □方法 ☑部署内の方策

☑作業方法の改善
に関して

□職員の意識などに関して考えてみてください
改善前の状況
職員通用口周辺に荷物が置かれていたままに

通用口は事務室入口とも接してお

なっていたり、通用口の掃除が定期的になされ

り、周辺に荷物があることで職員がス

ていない

ムーズに通りにくい状態。また砂で汚
れていたり、靴が雑然と並んでいるこ
ともある。
ということについて
改善後

改善時の工夫、改善後の状況
日々、宅配便の荷物が届いた場合は、

職員通用口は職員だけでなく、学生も使用し

すぐに保管場所に移動する。

たり、外部業者対応の際も使用するため、常に

玄関の清掃に関しては、事務所職員

清潔、整理整頓を心がけたい。また、荷物落下、

が行うようにする。

衝突の事故も起こりうる。

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください
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〈衛生委員会用

報告シート〉

平成２９年度 春季安全推進活動
部署：総務部総務課総務・会計係
課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等
部署：総務部総務課総務・会計

☑４S（整理・整頓・清潔・清掃）

改善前

日時：平成２９年 ３月１４日（ 火 ）

□危険箇所の改善

☑環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・

□作業方法の改善
に関して

□職員の意識などに関して考えてみてください
改善前の状況

・天気の状況で、帰りに傘を置いたま

職員通用口の傘立てが置き傘でいっぱいに

ま帰宅してしまう為置き傘が増えてし

なっている

まう。
・すぐ持ち帰らないと置き傘を忘れて
しまい毎年整理をすると、持ち主の分

ということについて

からない傘がたくさん出てくる。
置き傘で傘立てがいっぱいになり、雨が降る
と傘があふれてしまう。

改善後

改善時の工夫、改善後の状況
・期日までに持ち帰りのお願いをして、

見た目も悪い。

持ち帰らない場合は処分する旨の張り
紙をした。
・ほとんどの傘が壊れているもので、
ゴミとして捨てた。
・処分後は傘立てがきれいになった。

と思うという意見を採用して取り組んだ
※４S（整理・整頓・清潔・清掃）
・危険箇所の改善・作業方法の
改善について抽出してください
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