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静 岡 市 防 災 協 会

静岡市防 災 協 会 の 理 念
本協会は、防火・防災思想の普及及び啓発を活動基盤とし、会
員の安全管理意識の発揚のもと、事業所諸施設の防火・防災に係
る安全対策の強化を推進し、火災・地震等による被害の軽減化を
図り、もって地域社会への安全責務を果たすとともに、公共の福
祉の増進に寄与することを目的とする。
記
1

私達は、消火・救護・避難・通報連絡等を中心とした各種訓練
を実施し、防火管理体制の充実強化を図ります。

2

私達は、危険物施設の貯蔵・取扱いの実態に即した安全確保と
保安体制の充実強化を図ります。

3

私達は、東日本大震災を教訓として、危険物施設や各種防火対
象物における地震対策の充実強化を図ります。
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「たちあおい発刊によせて」

静岡市防災協会
会

長

糠

谷

徳

昭

会員の皆様におかれましては、平素より当協会に御理解とお力添え頂き誠に有難うござ
います。又、消防関係の皆様におかれましても、日ごろの御指導、誠に有難うございます。
今年も会報たちあおいが、号数を重ねられる事となりました。これも御尽力頂く方々の
ご努力の賜物であります。誠に有難うございます。
さて、昨年は、色々な行事・催事が、悉く中止を余儀なくされるという大変な世相となり
ました。当協会においても、総会をはじめ会議や事業が、例年とは異なる方法で行われま
した。会員の皆様にもご苦労をお掛けして誠に心苦しい限りであります。ワクチンなどの光
明はあるものの、予断を許さない状況に変わりはありません。
私自身を振り返れば、例年以上に手洗い・うがい・早期就寝を徹底しました。そのおか
げか、昨年は、全く医療機関のお世話にならず過ごす事が出来、20代でたてた連動の記
録も、大幅更新できました。基本的で初歩の防疫の徹底が、いかに大事で、又今迄守って
いなかったかを思い知らされ、反省致しました。
まだまだ余波も長引き、大変厳しい環境ではあります。それでも、アイデアと気力は無限
に広がると思いますし、こんな時でなければ繋がらないものも多いと思います。皆様にお
かれましては、この難局が、企業・事業の再構築のチャンスに変わり、より良い未来の訪れ
となるよう願ってやみません。
結びに会員の皆様ならびに、消防の皆様、関係各位の皆様の今後の益々のご発展と御
多幸を心よりお祈りし,巻頭の言葉にさせていただけたらと思います。本年度も宜しくお願
い致します。
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静岡市消防局
局 長

小

長

井
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文

静岡市防災協会の会員の皆様方には、平素から本市の消防行政の各般にわたり、多大
なるご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
また、永年にわたり防火、防災思想の普及及び啓発にご尽力頂き、深く敬意を表します
とともに心より感謝申し上げます。
さて、東日本大震災発災が発生してから今年の３月11日で10年が経過しました。我々の
想像をはるかに超えた大地震は、多くの尊い人命を奪い、甚大な被害をもたらしました。
静岡市消防局では緊急消防援助隊静岡県隊として陸上部隊延べ100隊・445人（22日間）
が福島県へ、航空部隊延べ14隊89人（14日間）が岩手県へ出動し、救助、救急活動を行
いました。今後も東日本大震災から得た教訓を風化させることなく、南海トラフ巨大地震な
どの大規模災害発生時に迅速かつ的確な対応が図れるよう、新たな資機材の整備や
様々な災害を想定した訓練などを継続するなど、積極的な取り組みを進めてまいります。
また昨年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、多数の感染者が発
生し、市民生活は無論、消防行政にも様々な影響が出ており、消火・救助・救急活動時の
感染防止策をはじめ、火災予防査察や防火訓練指導、また各種講習の自粛など余儀なく
されました。今後も新型コロナウイルス感染症の状況の推移を注視し、このウイルスとの共
存を前提として、皆様が安心して受講できるよう、一部の講習会や研修会等のオンライン
化といった感染防止に配慮した新たな市民サービスを行ってまいります。
このような状況の中、貴協会会員の皆様方には、新型コロナウイルス感染症を想定した
「新たな生活様式」への柔軟な対応が求められるなど、難しい局面を迎えていると思い
ますが、今まで以上に防火・防災の中心的な役割を担っていただき、減災に向けた企業防
災を推進していただくことが地域社会における安全に寄与するものと確信しております。
貴協会におかれましては、引き続き当消防局と連携を保ち、
「災害に強く、安全・安心に
人が暮らせるまちづくり」にご協力くださいますようお願い申し上げます。
結びに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝を衷心よりお祈り申し上げま
して、ご挨拶とさせていただきます。
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令和３年度事業計画
月

全体事業

部会事業

理事会・委員会

4月
・危険物取扱者試験夜間直前講習会
11日・12日
（危険物安全部会）

5月
6月

・通常総会（会長表彰）
（書面会議）

・危険物安全週間
６日～12日

・表彰委員会
（書面会議）
・第１回総務委員会
（書面会議）
・第１回理事会
（書面会議）

7月
8月

・研修委員会

9月
・危険物取扱者試験夜間直前講習会
（危険物安全部会）

10月
11月

・秋季火災予防運動
９日～15日

・消防訓練（防火管理部会）
（防災活動講習会・消火競技大会の代替）

12月

・第２回総務委員会

1月

・新年意見交換会

2月

・静岡市防火大会
19日 静岡市民文化会館
中ホール

・普通救命講習会
（危険物安全部会）

3月

・春季火災予防運動
１日～７日

・危険物安全部会及び防火管理部会

備 考 ・防災講演会（開催未定）
※
※
3

・第２回理事会

・広報委員会

・屋外タンク連絡会
（危険物安全部会）
（開催未定）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中止となる場合があります。
防災活動講習会及び消火競技大会については中止。11 月に代替訓練を開催予定。
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令和２年 度

表 彰

静岡市防災協会会長表彰

順不同

優良事業所

フジモリプラケミカル株式会社
静岡工場 様

遠藤商店

様

株式會社松永商店

様

株式会社TOKAI特約店部

様

東海アセチレン株式会社

様

山梨燃料

静鉄プロパティマネジメント株式会社

様

株式会社伊藤鐵工所

様

和信化学工業株式会社

様

様

感 謝 状

岩本塗装所

様

有限会社旅館日本閣

様
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静岡県知事表彰

《保安功労者》

堀谷株式会社

堀谷

匠

様

静岡県知事褒賞

ジヤトコ株式会社

5
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《保安功労者》

第二パワートレイン工場

前田 幹雄

様

蒲原地区

《防火功労者》

東洋アルミニウム株式会社

小林

敦

様

蒲原製造所

静岡県危機管理部長賞

《防火功労者》

《防火功労者》

株式会社ヤマザキ

山崎

寛治

有限会社和興印刷

今村

様

幸雄

様

(一社)静岡県危険物安全協会連合会会長表彰

《保安功労者》

《保安功労者》

伊藤商事株式会社

𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

株式会社谷津商店

谷津

様

《優良事業所》

あらしお株式会社

徹

様

《優良取扱者》

様

三菱電機株式会社

山谷

静岡製作所

幸広

様
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令和２年度事務事業実施概要
4月

表彰委員会（書面会議）

5月

第１回総務委員会（書面会議）

6月

危険物安全週間 ７日～13日
第１回理事会（書面会議）
通常総会（書面会議）

7月
8月

甲種防火管理新規講習

9月

防災活動講習会

10月

４日・５日 市民文化会館

中止

危険物取扱者試験夜間直前講習会 13日・14日 産業経済会館
甲種防火管理新規講習 15日・16日 市民文化会館

秋季火災予防運動 ９日～15日
第２回総務委員会（書面会議）
11月 消火競技大会 中止
乙種防火管理講習 17日 産業経済会館

12月
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1月

第２回理事会（書面会議）
新年意見交換会 中止
甲種防火管理新規講習 14日・15日 あざれあ

2月

静岡市防火大会 中止
普通救命講習会 中止
乙種防火管理講習 12日 産業経済会館
防火管理再講習 19日 あざれあ

3月

春季火災予防運動 １日～７日
危険物安全部会（書面会議）
防火管理部会（書面会議）
広報委員会（書面会議）
甲種防火管理新規講習 15日・16日 産業経済会館
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寄 稿
この文章は、パウダーコーティング２０２０年秋季号にトピックスとして掲載されたものになります。
パウダーコーティング誌は、塗装の種類の一つである「粉体塗装」に関する団体「日本パウダーコーティ
ング協同組合」の機関誌です。
この事から、内容が粉体塗装の工場に寄り添ったものになっておりますが、心理学を柱としてヒューマ
ンエラーを題材に置き、人間からの安全対策を表現したものになりますので、協会員各団体に置き換え
て考えていただけると思いますし、日常生活にも当てはめられることと思います。
協会員の皆様は、日頃より防災に対する意識は高いことと存じますが、それでも災害の原因の半分以上
が私たち人間から発生することが現実となります。
災害を減らすことを考える時間を作る機会になれば幸いです。
それではこれからも一緒に防災を考えていきましょう。
（公財）川口市防火安全協会
静岡市防災協会 副会長

防火管理委員

㈲カネヒロ 矢島
㈱谷津商店 谷津

浩之
徹

塗装工場における不安全行動と安全対策
－ヒューマンエラーと意図的な規則違反－
有限会社カネヒロ
株式会社谷津商店

代表取締役
代表取締役

矢島浩之
谷津 徹

１.はじめに
塗料販売という職業上、多くの塗装工場に出入りするが、事故につながりかねない不安全行動を見かける
ことがある。危険であることを言及するといくつかの答えが返ってくる、一つは「そんな危険があるとは知
らなかった」、二つ目は「分かっているけどそんなことをしていたら仕事が間に合わない」、三つ目は「め
んどうくさい」である。もしこのような状態でうっかりミスなどが重なれば事故や災害につながりかねな
い。今回は塗装工場の安全対策について不安全行動・ヒューマンエラーという観点から解説する。
２. 不安全行動と人間の特性
不安全行動とは、意図している、意図していないに関わらず法令や規則に違反した安全でない行動のこと
をいう。人間は誰しも、うっかりミス（エラー）を起こす。更には規則違反と分かっていてもあえて違反を
犯すこともある。これらの行動は生産現場だけではなく我々の日常生活でも起ることであり、人間の持つ特
性であると言える。
ところが、エラーを起こしてしまうと「ヒューマンエラー」や「うっかりミス」として個人の責任にされ
てしまうことが多い。これでは今後の対策として活かすことができない。日常の生活を振り返ってみると、
エレベーターの「開」「閉」ボタンを押し間違えた事はないだろうか？食後の薬を飲み忘れた事はないだろ
うか？約束の時間に遅れそうだったのでスピード違反をした事はないだろうか？きっと誰しも経験があるは
ずである。もし押し間違えたボタンが航空機や原子力発電の操作ボタンだったら結果は重大な事になる。生
産現場でのうっかりミスや規則違反もこうした日常の延長線上であり、誰もが起こしてしまうエラーであ
る。
３.知覚・認知
ヒューマンエラーは知覚・認知と深く関係している。日々の生活では意識して行動することもあるが、無
意識（自動的）に行動、情報処理をすることも多い。例えば「歩行するときに、まず右に体重を移動して左
足を少し上げながら前に出す」などと意識して歩く人はいないはずである。ヒューマンエラーをより理解し
ていただくために注意・自動化・トップダウン処理・ストループ干渉について記述する。
３.１ 注意
作業中ミスを犯すと「集中力が足りない」「注意散漫」などと言われてしまうが注意とは何かを考えてみ
る。心理学で注意とは情報を選択・調整する認知の働きとなる。私たちの感覚器官には膨大な量の情報が飛
び込んでくるが、脳がすべての情報を一度に処理できるわけではない。注意という能力を資源と考えると、
この資源は有限である。このため人間は必要な情報を取捨選択して処理するのである。例えば、同窓会の立
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食パーティーを想像してほしい。多くの会話が飛び交う会場の中あなたは親友だったAと会話を楽しんでい
る。その間も周りでは多くの会話が飛び交っているがA以外の会話はほとんど頭に入ってこないはずだ（こ
れをカクテルパーティー効果と呼ぶ）。親友との会話中、聞き覚えのある声がしたので振り返ると隣のグ
ループに初恋の人がいることに気が付いた。すると初恋の人の会話が気になり親友との会話が上の空になっ
た。このように人間は選択的に注意の配分や切り替えを行っているのである。また初恋の人の声に気が付い
たのは、親友A以外の情報を全て切り捨てていた訳ではないことがわかる。
３.２ 自動化
人間は、同じ動作や作業を繰り返して熟練すると多くの注意を向けなくても行動できるようになる、これ
を自動化という。運転免許を取得したばかりのときは運転操作と周囲の状況を把握する事で精一杯である
が、慣れてくると助手席の人と会話を楽しむこともできるようになる。これは運転を繰り返すうちに多くの
注意を払わなくても無意識のうちに操作できるようになるためである。これにより、余った注意の資源を他
の事に配分し人間は同時並行的に作業をこなすことができるのである。同時並行的に２つ以上の作業を行う
ことを「マルチタスク」という。運転中に携帯電話で会話をすることもマルチタスクであるが、運転に向け
られていた注意の一部は会話に配分され事故の危険が増すことになる。
３.３ トップダウン処理（概念駆動型処理）
思い込みや早とちりは、人間のトップダウン処理的な情報処理が関係している。図
−１の真ん中の文字は上から読めば「13」左から読めば「Ｂ」に読める、同じ形なの
に読み分けることができる。このように過去の経験や知識の影響を受けて知覚するこ
とをトップダウン処理という。誤字脱字があっても少々汚い文字でも文脈などから読
むことができるのはこのためであり人間の優れた能力であると言える。一方この能力
がエラーの原因になることもある。
北干住駅 は東京都足立区内の駅である。間違えに気付いただろうか？何年か前話題
になった東京メトロ北千住駅の誤表記である。完成するまでには、字体の選定など何
人もの人が関わったはずだが、乗客からの指摘を受けるまで気が付かなかったのであ
る。
このように自動化やトップダウン処理は熟練者のエラーに関わる事が多い。

図—１

３.４ ストループ干渉
注意を向けていない情報が認知に影響する現象で、無視しようと思っても無視すべき情報が自動的に処
理され注意に影響をあたえる事がある。これをストループ干渉
（ストループ効果）という。ストループ干渉はヒューマンエ
ラーの原因の１つであると考えられている。図−２に文字と図
形が書かれている。色をできるだけ速く口に出して言ってみて
ほしい（文字や形を答えるのではなく、印刷されている色自体
を答える）。
１行目２行目はそれほど問題なく答えられるが３行目は時間
がかかったり間違えたりしてしまう。これは印字された色自体
を答えようとしても文字を認識することが自動化されていて注
図−２ ストループ干渉課題
意を向けている情報処理に影響を与えるために起こるのであ
る。
４行目はハングル文字であるが、韓国語に堪能な人でなければ処理の自動化は行われずストループ干渉は
起こらない。
４. 不安全行動の解説と対策
ヒューマンエラーと意図的な規則違反についてジェームズ・リーズンは次のように分類している。不安全
行動を意図しない行為と意図した行為に分類し、意図的な規則違反を除く「スリップ」「ラプス」「ミステ
イク」の３つをヒューマンエラーとした3）7）。実際に起こるエラーはいくつもの要因が重なることが多く正
確に分類することは難しい。
４.１ ヒューマンエラー
４.１.１ スリップ
「スリップ」は実行段階で起こり、行おうとしていた行為は正しいが、実際の行為は意図していたものと
違ってしまうエラーである。原因は注意欠如や注意不足が挙げられる。考え事をしていた、単調な作業が続
いていた、疲労が蓄積していた、同時に２つ以上の作業を行なっていた、など作業に適切な量の注意が払え
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なくなったときに起こる。
＜日常の例＞
エレベーターで「開」のボタンを押そうと思ったが「閉」のボタンを押してしまった。
＜塗装作業におけるスリップの例＞
⑴ 塗装職人のBはコンベアーラインが不調のため、作動確認を行なっていた。このこともあり乾燥炉のス
イッチを入れようと思ったのに、コンベアーのスイッチを押してしまい作業員が塗装ワークにぶつかってし
まった。
＜スリップ防止対策＞
① 指差呼称確認を行い確実に動作する。
② 長時間単純作業に従事させない、定期的に休憩を取らせる。
（特に高温多湿の時期は通常より多めに休憩を取らせる）
③ 干渉する作業をさせない。
④ 作業員の健康状態や精神状態をチェックし体調不良の者は作業に従事させない。
４.１.２ ラプス
「ラプス」は主に記憶の欠落によって起こる。未来に行動すべき内容を記憶し、別の作業などを行うと一
度意識からなくなる。しかし必要な時に思い出さなければならないが思い出せないエラーである（思い出す
ことを忘れたのであって記憶から消えたわけではない）。
原因は様々な記憶の段階におけるエラーであるが、２つ以上の作業を同時進行していたり割り込みが入っ
た時に起きやすい。
※割り込みとは、作業中に別の作業を頼まれたり、作業と無関係な話をされたりすることである。
＜日常の例＞
食後に飲むはずだった薬を飲み忘れてしまった。
コピーをして原紙をコピー機に置き忘れてしまった。
＜塗装作業におけるラプスの例＞
⑴ バッチ式乾燥炉で乾燥中に別の塗装作業を行っていた、乾燥時間の３０分が過ぎたのに取り出すのを
忘れてしまった。
⑵ 終業点検中に電話で顧客より納期についての問い合わせがあり対応したため一部の電源を切り忘れて
帰宅してしまった（割り込み）。
＜ラプス防止対策＞
① メモ書きなどを貼っておく。
② タイマーをかけておく。
③ 二人以上で記憶、確認しておく（これにより忘れる確率を低減できる）。
④ 作業中に割り込みを入れない。
⑤ 作業中にスマートフォンなどで連絡をとらない。
４.１.３ ミステイク
行なおうとしていた行為自体が間違っていたエラーである。
原因としては、新しい事象なのに過去の経験に基づいて行動した、間違った知識で行動した、マニュアル
自体が間違っていた、マニュアルを間違って理解していた、知識不足などが原因で起こるエラーである。
＜塗装作業におけるミステイクの事例＞
⑴ フタル酸樹脂塗料をこぼしてしまったため、ウエスに染み込ませて拭き取りまとめてゴミ箱に捨てた、
その後自然発火し火災になった。
（その工場では、こぼした塗料はウエスに染み込ませて燃えるゴミとして処分するよう作業者に指示して
いた）
⑵ 塗装中シンナーに引火したのでABC消火器を噴霧したが消えず、パニックになり注水消火を試みたが、火
災が拡大してしまった。
＜ミステイク防止対策＞
即効性のある防止策は無いため、定期的な安全教育を行う必要がある。経験の少ない作業員には正しい規
則や知識を身に付けてもらい、熟練者には過去の経験や思い
込みに固執しない柔軟な知識を養ってもらうようにする。安全教育を行う上で大切なことは管理者と現場
のコミュニケーションを密にとることである。
４.１.４ 熟練作業員に多いエラー
職人Cは普段使っている塗料(配合比、主剤：硬化剤＝１０：１)と違う塗料(4:1)を配合している最中に電
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話が入り、終話後硬化剤を入れたが、いつものよう10:1で配合してしまった（電話の割り込みにより、過去
の経験に基づいて自動化された行動を取ってしまった、スリップとミステイク）。
日々同じ作業を行なっている熟練作業員が通常と違う作業を行ったとき起こりやすい。
４.２ 意図的な規則違反
意図的な規則違反とは法律や規則を違反と知りながら行ってしまうことを言う。
意図的ということから通常ヒューマンエラーに分類されない。規則違反が原因で事故が発生すれば罰せら
れるが成功すれば報酬が与えられることもあり、規則違反の要因の１つにもなっている。
＜日常の例＞
待ち合わせ時間に遅れそうなので、制限速度を超えて運転した。
＜塗装作業における意図的な規則違反の例＞
塗装主任Dは予定の仕事で手一杯なのに、社長から本日中に納品の仕事を頼まれた。
一度は断ったが説得され、やりくりすることにした。納期に間に合わせるため、始業点検を省略、塗料の
配合も計量しなければならないのに目分量で行なった、炉内温度を早く上げるため塗料硬化温度（120 ℃）
よりはるかに高い200℃に設定し塗装の段取りを開始した。このこともあり納期も間に合わせることができ
た。終礼で社長からDに感謝と労いの言葉がかけられた。
Dは始業点検、計量配合の不履行、乾燥炉の温度設定規則を意図的に違反したのである。Dは急がれたと
きいつも同様の方法を採ってきたが、過去に事故につながったことがなくコントロール下におけると考えた
のである。また200℃に設定したのは明らかなミステイクで現在使用中の乾燥炉は十分な加熱能力があり温
度設定にかかわらず設定温度に達する時間は数分と変わらない。間違った過去の経験に基づいた行動と言え
る。Ｄにとっては規則違反をしなければ達成出来ないミッションを与えられたと言える。
４.２.１ 意図的な規則違反の背景
意図的に違反を犯す背景は様々であるが下記にいくつかをあげた。
⑴ 経営者の安全に対する意識が低い（社風）。
① 規則違反が常態化しているため、違反に対するハードルが低い。
② 不具合のある設備を修理せずに使用している（不安全状態）。
⑵ 経済的、社会的圧力
① 規則を守っていたのでは効率が上がらないため、規則違反をせざるを得ない。
② 納期に間に合わせないと罰則が加えられる。
③ 断りづらい環境にある（経営者や上司、取引先が威圧的）。
⑶ 作業員自らの規則違反
① 規則がめんどうくさいので守らない。
② 今までも同じ方法で事故を起こさなかったので規則違反を繰り返している。
少しくらいの違反なら自分でコントロールできる（熟練者の自信過剰）。
③ 承認欲求を満たすために規則違反をしてしまう。人間は認められたいという欲求を持っている（Dは社
長より感謝の言葉をもらい承認欲求を満たすことができた。感謝や労いは報酬となり、皮肉にも社長
は規則違反を褒めたことになってしまう）。
４.２.２ 意図的な規則違反の防止対策
企業は常に競走にさらされ、価格、機能、品質、スピードを重視せざるを得ない。その結果現場の作業員
は限られた人数と作業環境の中、良い製品作りと納期に間に合わせるため日々努力を重ねている。規則違反
をせざるを得ない職場環境は改善を願うばかりである。経営者、安全衛生管理者、現場の作業員が一丸と
なって話し合い、規則違反が起こらない環境作りをしなければならない。安全第一は現場に押し付けるもの
ではなく経営方針の柱に掲げなければならない標語である。
５. デザインとヒューマンエラー
D.A.ノーマンはデザインの良し悪しとヒューマンエラーの関係を「誰のための
デザイン？」で著した。エラーを起こした人間に非難、罰を与へ訓練を施しても
問題を解決することは出来ないとして、「エラーが起こった時、我々はなぜそう
なったのかを突き止め、次に製品や手順をデザインし直して、二度と起きない
か、もし起きても、影響を最小限にするようにしなければならない。」と記述し
ている5）。日常のエラー
例でエレベーターの開閉ボタンについてふれたが押し間違えの原因として文字
が似ている点が挙げられる。最近のエレベーターは図—３の下のように色とピク
トグラムで押し間違えを防止しているものが増えている。
また、最近では表示モードを変更することにより１つの画面で多くの操作がで
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図—３ 操作ボタン例

きるようになっている図—４。便利な反面急いでい
たり緊急事態が発生し慌てて、どのモードの操作画
面かを確認すること無く操作してしまう可能性があ
る。このようなエラーをモードエラーと言う5）。産
業機械の操作パネルであれば事故や災害につながり
かねない新しいエラーと言える。工場内でも看板や
工程、塗料の保管配置などを変更することでエラー
を減らせる可能性がある。ぜひ現場の作業員と話し
合い良い案を見つけて欲しい。

図—４ モードの違いによる画面表示

６. 総合的対策
ヒューマンエラー対策を行う上で重要なのは、いかにエラーを少なくすることだけでなく、エラーが人
間の行動特性に由来することから必ず起こるものとして対策を立てることが重要である。事故が起こった
後に「あの時こうしていれば」「なぜ気がつかなかった」などと
言って個人を責めたり罰を与えたりしても改善にはつながらな
い。エラーが起きた原因をしっかり調査して対策をたてなければ
ならない。ジェームズ・リーズンは些細なヒューマンエラーが重
大な事故へと至る過程を穴の空いた    スイスチーズを防御壁に見
立てて説明している。図—５のようにスライスされたチーズの穴
は大きさや位置もそれぞれ異なり、軽微なヒューマンエラーの穴
があっても多くの場合は通り抜けることはできずに重大事故に至
らないといと考えた3）4）。ヒューマンエラーやヒヤリハットが起
こった時は、後ろ向きに捉えず、改善のチャンスと捉えチーズの 図—５ リーズンのスイスチーズモデル4）
穴を塞ぎ重大事故へ至らないように常に対策を立てることが大切
である。しかし安全が確保されると今まで注意していたことを疎かにし、リスクをとる行動をすると言う
研究報告もある。これをリスクホメオスターシス理論という7）。駐車支援システム付き自動車の運転者が目
視での後方確認を怠り事故を起こす例がまさにこれである。ある一定の安全が確保されればさらに次の安
全対策が必要になるのである。
７. おわりに
不安全行動は人間の知覚・認知、心に深く関係しているため誰でもミスを犯す可能性がある。経験の浅い
作業員であれば１つの作業に集中するあまり周りの状況を把握することが困難になり異常を見逃すことにな
る。一方熟練作業員は行動の自動化により正確に早く作業をこなし周りの状況にも目を配ることができる。
ところが通常の作業と異なる作業を行うと自動化された行動が出てしまいミスを犯してしまうことがある。
また、意図的な規則違反は作業員にかかる様々な圧力や自信過剰にある。現場からのヒヤリハットの報告
に対して「忙しいから後にしてくれ」「また君か」「そんなこと分かってるよ」などと言っては改善の機会
を逃すことになる。さらに善意の報告者は今後、報告する気持ちを失ってしまう。エラーや事故が起きてし
まった時は人を責めたり罰したりせず、根本的な原因を探し解決にあたる姿勢が大切である。現場の安全は
経営者、管理者、現場の作業員が普段からコミュニケーションを取り作り上げるものである。
追記 北干住駅 の間違えは北千住駅の「千」が干潟の「干」になっていたのである。
参考文献
１）認知心理学 箱田裕司他 株式会社 有斐閣   2013
２）知覚心理学 北岡明佳編著 株式会社 ミネルヴァ書房 2011
３）ヒューマンエラー ジェームズ・リーズン 海文堂出版株式会社  2019
４）組織事故 ジェームズ・リーズン 株式会社 日科技連出版社 2019
５）誰のためのデザイン？ 増補・改訂版 D.A.ノーマン 株式会社 新曜社 2019
６）うっかりミスはなぜ起きる 芳賀繁 中央労働災害防止協会  2019
７）危機の心理学 森津太子 星薫 一般財団法人 放送大学教育振興会 2018
８）パウダーコーティング 2020年秋季号 Vol.20 No.4 トッピックス掲載 2020
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令和3年度 危険物取扱者試験日程
試 験 日：令和3年6月6日
（日）
試験種類：乙種第4類

第1回

試 験 日：令和3年11月7日
（日）
試験種類：甲種・乙種全類・丙種

第2回

申請期間：電子申請

4月2日（金）～4月13日（火）

申請期間：電子申請

8月27日
（金）
～9月6日
（月）

書面申請

4月5日（月）～4月16日（金）

書面申請

8月30日
（月）
～9月9日
（木）

試 験 地：伊東市・沼津市・富士宮市・静岡市

試 験 地：沼津市・静岡市・浜松市※

島田市・掛川市・磐田市・浜松市※

試 験 日：令和3年11月14日
（日）
試験種類：甲種・乙種全類・丙種

第3回

注）6/6 と 11/7 の浜松市※の会場は未定です。決まり次第、当支部の HP で
お知らせします。会場が確保できない場合には、
試験は中止します。

試 験 日：令和4年2月20日
（日）
試験種類：甲種・乙種全類・丙種

第4回

申請期間：電子申請

8月27日（金）～9月6日（月）

申請期間：電子申請

12月14日
（火）
～1月4日
（火）

書面申請

8月30日（月）～9月9日（木）

書面申請

12月17日
（金）
～1月7日
（金）

試 験 地：下田市・御殿場市・富士宮市・島田市

試 験 地：沼津市・富士宮市・静岡市・島田市

掛川市・磐田市

掛川市・浜松市

令和3年度 消防設備士試験日程
試 験 日：令和3年8月8日
（日）
試験種類：甲種全類・乙種全類

第1回

試 験 日：令和4年1月16日
（日）
試験種類：甲種全類・乙種全類

第2回

申請期間：電子申請

6月11日（金）～6月21日
（月）

申請期間：電子申請

11月5日
（金）
～11月15日
（月）

書面申請

6月14日（月）～6月24日
（木）

書面申請

11月8日
（月）
～11月18日
（木）

試 験 地：静岡市

試 験 地：静岡市

危険物取扱者・消防設備士免状の写真は10年以内に更新を！
新型コロナウイルス感染症の影響等により、試験を中止・変更する場合には、
当支部のホームページでお知らせします。

問合せ先

一般財団法人

消防試験研究センター静岡県支部

ホームページアドレス
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https://www.shoubo-shiken.or.jp/

〒420-0034
静岡市葵区常磐町1－4－11 杉徳ビル4階

TEL
（054）271-7140
FAX
（054）271-7284

（令和３年度 法定講習）

危険物取扱作業に従事されている方へ

危険物取扱者保安講習
○各会場定員があります。定員に達した場合は当連合会のホームページに掲載します。確認の上、受講申請をしてください。
申請者が会場の定員に達した場合は、締切り前でも受付を終了します。詳しくは、受講案内をご覧ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響により、講習の日程変更や中止することがあることをご承知ください。
◎令和４年２月期の講習は、受講者が多くなることが予想されますので、早めの受講をお願いいたします。
開催時期

申請期間

講習種別

給油取扱所

令和３年

５月６日(木)
↓
５月３１日(月)

コンビナート

７月期
締切日必着

給油取扱所
７月１日(木)
↓
７月３０日(金)

９月期

開催市
会場
浜松市 浜松市浜北文化センター（浜北区貴布祢291-1）

７月１９日 (月) 午前 125 御殿場市 御殿場市民交流センターふじざくら（萩原988-1）
７月２８日 (水) 午後 250

沼津市 沼津市民文化センター（御幸町15-1）

７月３０日 (金) 午後 150

静岡市 静岡労政会館（葵区黒金町5-1）

７月１６日 (金) 午後

静岡市 静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ（清水区島崎町223）

40

７月１４日 (水) 午後 300

浜松市 浜松市浜北文化センター（浜北区貴布祢291-1）

７月１５日 (木) 午後 300

浜松市 浜松市浜北文化センター（浜北区貴布祢291-1）

７月１９日 (月) 午後 125 御殿場市 御殿場市民交流センターふじざくら（萩原988-1）
一般1）

令和３年

講習日
定員
７月１５日 (木) 午前 300

一般1）

締切日必着

７月２７日 (火) 午後 250

沼津市 沼津市民文化センター（御幸町15-1）

７月２８日 (水) 午前 250

沼津市 沼津市民文化センター（御幸町15-1）

７月２９日 (木) 午後 150

静岡市 静岡労政会館（葵区黒金町5-1）

７月３０日 (金) 午前 150

静岡市 静岡労政会館（葵区黒金町5-1）

９月１５日 (水) 午前 140

伊東市 伊東市観光会館（和田1-16-1）

９月３０日 (木) 午前 120 御前崎市 佐倉公民館（佐倉3617-1）
９月１５日 (水) 午後 140

伊東市 伊東市観光会館（和田1-16-1）

９月２２日 (水) 午後 300

焼津市 焼津市大井川文化会館ミュージコ（宗高888）

９月２８日 (火) 午後 150

裾野市 裾野市生涯学習センター（深良435）

９月２９日 (水) 午後 120 御前崎市 佐倉公民館（佐倉3617-1）
９月３０日 (木) 午後 120 御前崎市 佐倉公民館（佐倉3617-1）
１１月 ５日 (金) 午前 140

令和３年

１１月期

掛川市 つま恋リゾート彩の郷（満水2000）

給油取扱所 １１月１８日 (木) 午前 300

三島市 三島市民文化会館（一番町20-5）

８月２日(月)
↓
８月３１日(火)
締切日必着
一般1）

令和４年

１２月１日(水)
↓
１２月２８日(火)

給油取扱所

２月期
締切日必着

富士市 富士市文化会館「ロゼシアター」（蓼原町1750）

１１月１０日 (水) 午前 150

一般1）

１１月１９日 (金) 午後 150

静岡市 静岡労政会館（葵区黒金町5-1）

１１月２５日 (木) 午前 230

静岡市 静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ（清水区島崎町223）

１１月３０日 (火) 午後 130

浜松市 クリエート浜松（中区早馬町2-1）

１１月 ４日 (木) 午後 270

富士市 富士市文化会館「ロゼシアター」（蓼原町1750）

１１月 ５日 (金) 午後 140

富士市 富士市文化会館「ロゼシアター」（蓼原町1750）

１１月 ９日 (火) 午後 150

掛川市 つま恋リゾート彩の郷（満水2000）

１１月１０日 (水) 午後 150

掛川市 つま恋リゾート彩の郷（満水2000）

１１月１７日 (水) 午前 140

磐田市 アミューズ豊田（上新屋304）

１１月１７日 (水) 午後 140

磐田市 アミューズ豊田（上新屋304）

１１月１８日 (木) 午後 300

三島市 三島市民文化会館（一番町20-5）

１１月１９日 (金) 午前 150

静岡市 静岡労政会館（葵区黒金町5-1）

１１月２５日 (木) 午後 230

静岡市 静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ（清水区島崎町223）

１１月２９日 (月) 午後 130

浜松市 クリエート浜松（中区早馬町2-1）

１１月３０日 (火) 午前 130

浜松市 クリエート浜松（中区早馬町2-1）

２月 ３日 (木) 午前 300

掛川市 掛川市生涯学習センター（御所原17-1）

２月１０日 (木) 午前 250

沼津市 沼津市民文化センター（御幸町15-1）

２月１７日 (木) 午前 230

静岡市 静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ（清水区島崎町223）

２月 ３日 (木) 午後 300

掛川市 掛川市生涯学習センター（御所原17-1）

２月 ９日 (水) 午後 270

富士市 富士市文化会館「ロゼシアター」（蓼原町1750）

２月１０日 (木) 午後 250

沼津市 沼津市民文化センター（御幸町15-1）

２月１７日 (木) 午後 230

静岡市 静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ（清水区島崎町223）

１）給油取扱所（主にガソリンスタンド等）、コンビナート以外は、一般で受講してください。
●受講案内（受講申請書）の入手方法（次のいずれかの方法で入手してください）
（１）県下の消防局・消防本部または消防署内にある「地区協会」、および消防署（一部）で配付しています。
（２）一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会のホームページからダウンロードしてください。
●受講申請書提出先および問い合せ先
一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会へ郵送またはご持参ください。（土・日・祝を除く平日８：３０～１７：００）
一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会
〒４２０－０８５８ 静岡市葵区伝馬町２４番２ 相川伝馬町ビル７階
電話 ０５４－２５２－５５１２ ＦＡＸ ０５４－２７３－６５２４
ＵＲＬ：http://www.skiren.jp/
静
岡
県（保安講習実施機関）
一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会（保安講習事務委託機関）

（ Ｒ３．４ ）
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１

24日
産業経済会館

２

13日
産業経済会館

15日
産業経済会館

島田会場

再講習

防火管理

２

３. ４日
島田消防署

１

16.17日
18日
島田消防署 島田消防署

甲種新規講習

防火管理

※注１
※注２
※注３
※注４

防火管理

１

７. ８日
島田消防署

牧之原会場

15.16日
島田消防署

１

乙種

防火管理

１

再講習

防火管理
新規講習

防災管理

再講習
（併催※注２）

防火・防災

１. ２日
市民文化会館

12.13日
労政会館

３

１

17日
産業経済会館

２

30日
産業経済会館

25日
産業経済会館

１

18日
産業経済会館

（一財）日本防火・防災協会主催（※注３）

甲種新規講習

防火管理

22日
20.21日
吉田消防署 産業経済会館

吉田会場

甲種新規講習 甲種新規講習

防火管理

静岡会場の受講料について ・甲種新規、乙は5,100円 ・防火再講習1,850円 ・防災再講習2,550円。
防火・防災管理再講習（日本防火・防災協会主催）については、防火管理及び防災管理の両資格を持っている方のみが対象となります。
日本防火・防災協会主催の講習のお問い合わせにあっては、（☎：03-6263-9903）へお問い合わせください。
各講習の定員状況を鑑みて、講習日２か月前までに開催の有無を判断します。

１

16日
島田消防署

乙種

防火管理

講習日程については、会場の都合等により変更となる場合があります。

５

合計

14.15日 144名
産業経済会館
△※４

13.14日
産業経済会館
17.18日
産業経済会館

４. ５日
産業経済会館

11.12日
産業経済会館
24.25日
産業経済会館

○

乙種

防火管理

静岡会場（※注1）

再講習

甲種新規講習

3月

2月

1月

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

開催

防火管理

防火管理

防火・防災管理講習開催予定

場所（募集数）：市民文化会館120名または100名、産業経済会館36名または72名、男女参画協同センター（あざれあ）70名、
令和３年６月９日現在
島田35名、牧之原36名、吉田24名（令和元年実績（コロナの影響あり））
通常の会場定員で記載してあります。新型コロナウイルスの影響により、定員の50パーセントの人員で募集する可能性があります。

令和３年度

静岡市消防局管内における火災発生状況
●令和２年の火災件数は２０５件で、そのうち建物火災は１０８件と全火災の５０％以上を占め
ています。
表１【火災件数】
火災種別

令和２年

令和１年

増減数

構成比

建物火災

１０８

１１１

－３

５２．７％

林野火災

３

５

－２

１．５％

車両火災

２６

２８

－２

１２．７％

船舶火災

３

０

＋３

１．５％

航空機火災

０

０

０

０％

その他火災

６５

６８

－３

３１．７％

●出火原因のトップは、依然として「放火」となっています。
表２【出火原因ワースト４】
出火原因

令和２年

令和１年

増減数

放火（放火の疑い含む）

３０

２９

＋１

たばこ

１９

１７

＋２

こんろ

１９

１５

＋４

電気機器

１３

１４

－１

●減災への取り組み
消防局では火災調査の結果から、火災を減らす取り組みを行っています。
例えば、電気製品や自動車から出火した場合、製造業者等の立合いのもと出火原因の調査を行
います。その結果、当該製品の不具合や欠陥等から火災が発生したと認められる場合、製造業者
等へ再発防止に向けた指導を行います。
このように、同じ火災を二度と発生させない取り組みから、市民の生命、財産を守り、安全・
安心な街づくりに寄与しています。

【写真】車両火災調査の様子
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令和２年全国の火薬類・高圧ガス・液化石油ガスに係る事故状況
令和２年全国の火薬類・高圧ガス・液化石油ガスに係る事故状況
１ 火薬類事故件数

２ 高圧ガス事故件数の推移

19 会報 たちあおい

２－１ 高圧ガス死傷者数の推移

２－２ 高圧ガス重大事故（死亡事故）

会報 たちあおい 20

３ 液化石油ガス事故件数の推移

３－１ 液化石油ガス重大事故（死亡事故）

21 会報 たちあおい

静岡市消防局警防部救急課
2021 年の夏の気温は、全国的に平年並みか平年よりやや高くなることが予測されています。
気温が高くなると注意しなければならないのが、熱中症です。
特に新型コロナウイルス感染症対策でマスクを着用することによって、皮膚から熱が逃げにくくなり、体温調節がし
づらくなっています。感染対策に気を付けつつ、上手に対処することで熱中症にかかるリスクを減らすことができます。
熱中症を予防して元気に夏を過ごしましょう。

熱中症のリスクを高める要因として、気温のほかに
湿度や周辺の輻射熱が大きな影響を与えています。
暑さ指数（WBGT）は、それらの数字を基に熱中症
を予防することを目的として提案された指標です。気
温が低い場合でも、暑さ指数（WBGT）に注意し、対
策を取りましょう。
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事務局からのお知らせ
広報誌をご覧いただきありがとうございました。読後の感想、
御意見、アドバイス等ぜひお聞かせください。
会報に載せる原稿、表紙を飾る写真等募集しています。たくさ
んの御応募をお待ちしております。

発 行
静岡市 防 災 協 会
静岡市駿河区南八幡町10番30号
静岡市消防局消防部予防課内
TEL/FAX： 054-281-5500
E-mail：bousaikyoukai@bz04.plala.or.jp

俳優

小池 亮介

静岡市消防局にて撮影

