−心に響け
『立ち止まる勇気＆基本動作の重要性』−
情報通信エンジニアリング協会

１．はじめに

東海支部

として有意義に実施することができ

ては、大会終了後、安全推進大会の

ました（写真１・２）。

模様をオンラインで視聴できる環境

情報通信エンジニアリング協会

以下に第51回東海安全推進大会

東海支部東海安全推進大会は、参加

の概要について紹介します（表１）。

を整え、全社員が今大会に参加でき
る仕組みとしました（図１）。
次に「コンテンツ面」では以下の

した方がすぐに現場で役立てていた

２．
「運営面」と「コンテンツ面」
における今大会のポイント

３つのポイントで実施しました。

施してきました。さらに、2017年

今大会も前大会同様、オンライン

かけとしてNTT西日本 岸本常務様

第47回以降は、NTT西日本（東海

によるリモート開催としましたが

が「非常事態宣言」を発出されたこ

エリア）様との共催で開催していま

「運営面」として以下の２つをポイ

とを受け、NTT西日本東海支店 鈴

だけるよう、十数年余り前の第34
回から「参加者全員の危険体感実施
による現場力の向上」をテーマに実

す。

ントに実施しました。

まず第一に、NTT西日本エリア
における重大人身事故の発生をきっ

木設備部長様が「非常事態宣言を受
けて～安全への取り組み～」と題し

今大会も、新型コロナウイルス感

１点目は、NTT西日本東海支店

染予防のため、残念ながら「参加者

長様および設備部長様並びにITEA

全員の危険体感」は実施できず、前

東海支部の支部長および副支部長の

２点目は、鈴木部長様の講話を受

大会と同様、オンラインでの実施と

合計４名がソーシャルディスタンス

け、転落事故等における一次処置の

しました。

を確保した会議室に集合し、他の

重要性およびその処置方法について

大会当日は、NTT西日本東海エ

NTT西日本グループ様およびITEA

のビデオ視聴を行いました。また、

リアの各支店様、NTTフィールド

東海支部会員各社の参加者は、県域

事故が発生してから救急隊が到着す

テクノ様の各社員およびITEA東海

各エリアの事業所等にて参加するこ

るまでの時間の適切な一次処置を習

支部会員会社の社員等合計約700名

ととしました（写真３）。

得するためのビデオも上映しました。

以上にオンラインで参加していただ

２点目は、当日業務の都合でリ

き、ニューノーマルな安全推進大会

モート参加できなかった社員に対し

写真１

ニューノーマル安全推進大会

写真２

司会者

（NTTフィールドテクノ名古屋設備部 社員）
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てのご説明を行いました。

３点目は、「安全講話」として、
日本コンクリート工業㈱の濱中様よ

写真３

リアル参加した幹部

表１

日

第51回東海安全推進大会の概要

時

項

10:00～10:10
10:10～10:20

目

 NTT西日本 東海支店 安部支店長挨拶

開会式

 情報通信エンジニアリング協会 東海支部 玉村支部長挨拶

非常事態宣言  非常事態宣言を受けて～安全への取り組み～（NTT西日本 東海支店 設備部）
を受けて
（最近の全国及び東海での発生している事故状況を踏まえた対策 等）
 転落事故発生直後の、一次処置の重要性に焦点を当てた内容

11/5 10:20～10:40
(金)

安全映像

10:40～11:40

安全講演

11:40～11:45

 情報通信エンジニアリング協会 東海支部 久保園副支部長挨拶

11:45～11:55

閉会式
安全唱和

後日配信

ツール紹介

 安全関連ツール（器具・工具）及びVE提案の紹介

（的確な一次処置を実施することで、重症化を防ぐ）
 講演者 ︓日本コンクリート工業㈱ 濱中 弘次 氏
 講演テーマ︓うっかりミスは、なぜ起きる。＜ヒューマンエラー＞
 安全唱和（全社員）

（１）当日のオンライン参加者︓Ｗｅｂｅｘで配信
（２）当日参加できない方︓オンラインストレージを活用した配信（参加方法は別途周知）
開催方法
（１）当日(11月5日）の配信方法（配信先︓ＮＴＴグループ、ＩＴＥＡ会員会社）
オンライン 参加者

現地 参加者
NTT上前津ビル 1F A会議室

各社・各拠点

映像配信（Webex）

◆NTT西日本 東海支店
安部支店長
鈴木設備部長

個人
or
各自のPC、タブレット、
スマホ等で接続

◆ITEA 東海支部
玉村支部長
久保園副支部長

インターネット

◆講演者 (＋事務局メンバ)

・参加者を限定せず、広く周知
・参加方法は各社に委ねる（集合 or 個別参加）
※社内NW負荷軽減のため、社外NWでの視聴推奨

（２）当日参加できない方への後日の展開方法（配信先︓ＮＴＴグループ、ＩＴＥＡ会員会社、展示参加メーカー）
オンラインストレージを活用した配信

大会当日映像、展示メーカー商品紹介(PDF等)
オンライン
ストレージ
インターネット

【配信期間】
2021年11月12日～ 2022年1月15日
（参考）
・スマートストリーム（NTTスマートコネクト社）を利用

図１

り自身の経験をもとに、人間の誤解
と錯覚、ヒューマンエラーへの対策
等々、安全作業の実施に関する盛り
沢山の教訓となるご講演をいただき
ました。

当日見られ
なかった方へ
展開

リモート開催のイメージ

３．NTT西日本 取締役 東海
支店 安部支店長様 ご挨拶

開催できたことを心より感謝しま

冒頭、東海エリアを代表して、東

が、NTT関連工事および保守協業

す。新型コロナウイルスの感染が未
だ予断を許さない中ではございます

安部支店長様より以下のご

に際しまして多大なるご協力をいた

挨拶をいただきました。「昨年に引

だいている皆様に、この場をお借り

き続き、安全を共に考える機会とし

し て お 礼 申 し 上 げ ま す 。夏 に は 、

て本大会をITEA東海支部様と共同

2020東京オリンピック・パラリン

海支店
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ピックが開催されました。約２年に
わたって準備をいただいた皆様、そ
して当該大会の期間中、特別保守体
制をつくりながらしっかりと通信の
保守をしていただいた皆様、本当に
ありがとうございました。また、今
年度も例年通り、災害の甚大化がさ
まざまな場所で発生しました。熱海
もそうです。九州もそうでした。通
信建設会社の皆様には東海エリアの

写真４ NTT西日本東海支店
安部支店長様 ご挨拶

写真５ ITEA東海支部
玉村支部長 挨拶

みならず、広域支援を行っていただ
き、しっかりと役割を果たしていた

４． I T E A 東 海 支 部 玉 村
支部長 ご挨拶

ついては十分配意していただくよう

作の徹底」「ルールどおりに実行す

引き続き、情報通信エンジニアリ

迷った場合には立ち止まって考え

る」ということ、また、
「安心・安全・

ング協会 東海支部 玉村支部長から

る、などの基本動作の徹底をお願い

信頼という取り組み」、これは欠か

以下のご挨拶がありました。

したいと思います。安全より優先さ

だき、本当にありがとうございまし
た。
一方で、工事等における「基本動

にお願いしているところですが、今
一 度 K Y の 確 実 な 実 施 、少 し で も

せないものだと思っています。ここ

「新型コロナウイルスは理由はわ

れる業務はありません。以前から安

数カ月の間でも、東海の管内で残念

からないのですが、劇的に感染者数

全推進大会でお願いしていますが、

な事故が発生しています。「コミュ

が減って、沈静化しています。そし

「自分だけは大丈夫」「今までの作業

ニケーションの不足」ということも

て、本日、秋晴れの中、本当はリア

で事故を起こしたことはない」とい

課題に挙げられるのではないかと思

ルで行いたいのですが、安全第一と

う思い込みはやめていただきたいと

います。また、万が一事故が起こっ

いうことでオンライン開催とさせて

思います。事故を起こした方の多く

てしまった場合でも的確に一次処置

いただきました。

は、大きな事故を起こすまでは事故

を行うことで、重症化を防ぐことが

NTT西日本グループの皆様方と

を起こしたことがない方ばかりで

できると考えております。本日の安

このように安全大会が開催されます

す。今まで事故がなかった、という

全推進大会では、まず基本動作を徹

こ と に 感 謝 申 し 上 げ ま す 。ま た 、

ことは今後も事故は発生しない、と

底すること、そして事故発生直後の

NTT西日本グループ様およびITEA

いう証明にはなりません。

一次処置をどうしていくのか、に重

東海支部の会員各社の皆様には、昨

さて、私たち通信建設会社は、単

点を置いた大会にしていきたいと思

年度から新型コロナウイルスが蔓延

に、通信設備、通信インフラの建設・

います。西日本統一の安全スローガ

する中、現場第一線でご活躍してい

保守を行うというところから、高い

ンにもありますが、過去の事故を絶

ただいたことに感謝を申し上げたい

技術力をベースとした設計から保守

対に風化させてはいけません。これ

と思います。

運用まで、さらにはお客様のICT化

に基づいてまた新しい事故が起きな

さて、全国の人身事故の状況です

をサポートする高い技術力をベース

いように、NTTグループ、情報通

が、現在のところ最悪に近いペース

としたサービス会社へ変わろうとし

信エンジニアリング協会様、通信建

で事故が発生しており、NTT西日

ています。安全推進活動と同様、こ

設会社様が一丸となって事故防止に

本様からも「非常事態宣言」が発出

の活動にも完璧や終わりなどはあり

取り組んでいきたいと思います。

されました。東海支部管内において

ません。作業者１人ひとりがお客様

安全無くして、我々の事業は成り

も重大人身事故２件を発生させてし

視点に立ってより良い工事・保守に

立ちません。本日は「安全第一で事

まいました。１件は開通工事におけ

努めNTT様のベストパートナーに

業を運営していく」を意識合わせさ

るバケット車からの転落死亡事故、

なれるよう皆で頑張っていこうでは

せていただければと思います。どう

もう１件はサービスオーダ工事にお

ありませんか。

ぞよろしくお願いします。」（写真

ける屋根上からの転落事故です。従

最後になりますが、NTT西日本

４）

来から会員各社の皆様方には安全に

の皆様からも引き続きご指導、ご鞭
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写真６

NTT西日本東海支店

写真８

鈴木設備部長様による説明

安全映像（２）

写真９ 安全講話（１）
（日本コンクリート㈱ 濱中様）

写真７

安全映像（１）

写真10

安全講話（２）

撻をお願い申し上げますとともに本

映像）

は社員と目線をあわせることが重

日の開催に当たりましてご尽力いた

転落事故等において、救急隊員が

要。企業が考える安全は「健康な身

だいた関係者の皆様に感謝を申し上

到着するまでの初動処置が救命のカ

体で出社し、健康な身体で家庭に返

げます。」（写真５）

ギを握るという観点から、具体的に

す」こと、プロとは「見えないもの

①安全な場所への搬送の具体的方

が見え、聞こえないものが聞こえ

法、②意識の有無、呼吸の有無、出

る」等、ご自身の経験談を交えご講

血の有無等による具体的処置方法を

演いただき、非常に興味深く聞くこ

解説する映像を視聴しました。従来

とができました（写真９・10）。

部長様）

このような応急処置を解説した映像

■展 示メーカー各社様による安全

西日本管内および東海管内におけ

を視聴する機会はあまりないことか

ツール（器具・工具）等の紹介

る転落事故の発生比率は高く、①高

ら、参加者から非常に好評でした

および各通信建設会社によるVE

５．提供コンテンツ
■非常事態宣言を受けて（鈴木設備

所作業三原則の徹底、②確実な２
WAY確認の実施、③作業に不安を

（写真７・８）。
■安全講話

提案の紹介
NTTグループ１社、通信建設会

感じたら「やめる勇気」を持つ、と

日本コンクリート工業㈱の濱中様

社５社、展示メーカー29社のご協

いう基本動作を徹底することが重要

により「うっかりミスはなぜ起き

力によりオンラインで視聴すること

であるとのご説明がありました。さ

る

ができました。

らに、より効果的な対話型安全パト

てご講演をいただきました。安全の

ロールについてもご説明いただきま

追求に当たっては、基本動作の徹

した（写真６）。

底、段取りが重要であり、その原点

■転落事故発生時の対処方法（安全

は対話であること、対話に当たって

～ヒューマンエラー～」と題し

６．おわりに
今年の大会は、新型コロナウイル
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写真11

東海支部 久保園副支部長
による閉会挨拶
写真12

スの影響で、前大会と同様オンライ

安全唱和（NTTフィールドテクノ名古屋設備部

社員）

スタッフ全員の努力の甲斐あっ

となり、NTT西日本東海エリア各

ン形式で行われましたが、最後は、

て、アンケートの結果も70％近く

支店様、グループ会社様、ITEA東

情報通信エンジニアリング協会 東

の方が「満足」と回答しており、屋

海支部の通信建設会社および展示

海支部 久保園副支部長の閉会の挨

外での全員体感の安全推進大会ほど

メーカー様も視聴できるようにしま

拶（写真11）、引き続き、NTTフィー

には及びませんでしたが、大変好評

した。

ルドテクノ名古屋設備部の若手社員

を得ることができました。

様のリードによる安全唱和を実施

なお、当日の模様は2021年11月

し、安全推進大会を終了しました

1 2 日（ 金 ）か ら 2 0 2 2 年 １ 月 1 5 日

（写真12）。
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（土）までオンラインで視聴が可能

最後に今大会の準備・運営にご協
力賜わりました関係各位の皆様に感
謝申し上げます。

