
　竹田印刷では、社員の安全と健康に配慮し、労働災害の防止や心身の健康の維持増進に努めています。会社・労働組合か
ら選出の委員、産業医で構成される｢安全衛生委員会｣を設置し、職場環境の改善・整備や労働災害の防止活動、通勤災害撲
滅活動を行っています。

　竹田印刷は、社員の健康と安全確保を経営の最重要課題の一つと位置づけ、安全衛生管理活動を推進します。各工場に
AEDを設置し、安心・安全な職場づくりに取り組んでいます。

労働安全に関する基本的な考え方

安全衛生への取り組み

社員とともに社員とともに ［ ISO26000 / 6.４労働慣行 ］

ストレスチェック実施

　竹田印刷では安全衛生委員会制定の「ストレスチェック
実施内規」に基づいて、2020年11月～2020年12月に社員
のストレスチェックを行いました。

メンタルヘルス相談窓口を設置

　日常生活における様々な不安や悩みについて、気軽に相
談できる窓口を設置しています。外部の専門機関に委託し、
プライバシーは厳守しています。相談は無料で、家族の利
用も可能です。

ハラスメント相談窓口を設置

　竹田印刷は「ハラスメント防止規程」により、パワハラ、
セクハラに関する相談・苦情などに対応する窓口を設置し
ています。専任の担当者がプライバシーの保護に十分努め
た上で迅速に対応します。

作業環境の管理

　騒音、有機溶剤などの作業環境を定期的に測定し、職場
の環境基準を管理しています。特に騒音が発生する職場で
は、耳栓など保護具の着用を徹底しています。

受動喫煙対策

　2020年4月より全面施行の改正健康増進法に対応するた
め、全社の喫煙室および喫煙スペースの見直しを行いまし
た。場所に応じた措置を取り、望まない受動喫煙の防止を
図りました。

安全衛生管理体制

　竹田印刷では、労使の代表者による「安全衛生委員会」を
毎月開催し、安全衛生活動などの報告・審議を行っていま
す。決議事項は社内イントラなどを活用して社員に周知し
ています。

　

各種健康診断の実施

　労働安全衛生法に基づく年1回の一般健康診断の受診
を徹底し、健診結果に即したフォローアップを行ってい
ます。そのほか、該当者への特殊健康診断（有機溶剤取扱
者、深夜作業者）を年2回実施し、社員の健康管理に努め
ています。

インフルエンザ予防接種の実施

　社員の健康維持への取り組みとして、インフルエンザ
予防接種を推奨しており、各事業部で集団接種を実施し
ています。

安全衛生の
考え方

■ 社員の労働安全衛生を最優先する
■ 全員参加の安全衛生活動を推進する

■ 全社員の安全衛生に対する理解と意識の向上を図る
■ すべての領域で危険要因に対して継続的なリスク低減を図る

安全衛生委員会体制図
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関西地区
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安全衛生管理者

3地区統括安全衛生責任者

※安全衛生委員には、労働組合の代表者や各部門の責任者が含まれます
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交通安全への取り組み

　竹田印刷では、通勤・出張・外出時の交通災害発生防止の徹底を図ることを目的に安全衛生委員会において情報を共有し、
現場の意見を反映させながら交通安全活動に取組んでいます。
　今後も、より一層の交通安全に対する意識向上に努めてまいります。

9.5

災害防止への取り組み
11.5

社員による予防
● 出勤前に検温し記録
●毎日の行動を記録
●マスクの着用・手洗い・咳エチケットの徹底
●不要不急の外出・出張の自粛
（セミナー・懇親会・イベントなど）
●私的に繁華性の高い場所へ行くことを控える
●私的な飲食を伴う会合（送別・懇親会など）への参加を
控える

社内における対応 
● テレワークの拡大に伴いインフラを強化
●当社への来訪に関する制限を設定
●来客の検温および体調の確認
●集会行事などの中止（勉強会なども含む）
●社員食堂では対面で座らない、食事中の会話を控える
（会議室を食事場所として開放）
●時差出勤・自動車通勤の実施
● 25名以上の会議の自粛
●定期的な室内換気（1～2時間ごと）

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症予防に関する主な実施策

機械・設備の安全対策

　機械による災害は、機械とそれを操作している作業者な
どが関連して発生します。危険領域には安全装置を設置し、
定期的な検査およびメンテナンスを行うことでリスク低減
対策を実施しています。

防災訓練研修の実施

　防災訓練は事業部ごとに行っています。本社・中部事業
部では、新型コロナウイルス感染予防対策のため、毎年行っ
ている実地訓練ではなく、座学による訓練研修を実施しま
した。各本部の避難誘導班・初期消火班・通報連絡班の方
が参加し、ビデオによる地震対策講習および、当社の事業
継続計画について知識を深めました。

消防点検の実施

　専門業者による消防設備の点検を年2回実施し、点検結
果を定期的に消防署へ報告するとともに、不具合を改善す
ることで緊急事態発生への対応を図っています。

労使協調による課題の解決

　竹田印刷と竹田印刷労働組合は、相互の理解と信頼に基づき健全で良好な労使関係を構築しています。互いの立場を尊重し
ながら、労使協議会、安全衛生委員会などを定期的に開催し、経営諸課題や労働条件に関する率直な意見交換を行っています。

8.88.5

新入社員研修での消火訓練の様子

3.6

3.3

3.4

3.4

2019年12月に発生した新型コロナウイルス感染症に対し、当社は社内外において社員や家族、お客様を感染から
守るために様々な予防策を講じています。毎月対策会議を開き、状況に応じた臨機応変な対応を行っています。

などなど
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環境活動ガバナンス 社会活動
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