
 

説明書 



ルール説明 

・このゲームは経営者として労働安全衛生マネジメント         

 システムを構築していき学習することができるゲー 

 ムです。 

・それぞれ第１次産業（農業）、第２次産業（製造）、  

 第３次産業（サービス）を決めてもらいます。 

・選択した産業の設定を考え、プレイに反映します。 

・ジャンケンで先攻後攻を決めＴＰ20（信用度）/GP200   

 （お金）、カードを５枚引きスタート。 

・自分のターンに労災カード（1枚）を出す、相手は防災カー 

 ド（複数枚）を出し、どのような対策をとるのか説明しま  

 す。ただし、赤と青のカードは同じ色でないと防げません。 

・防災－労災＝マイナス のとき数値分TPもマイナスされます。 

・消費したカードの枚数分カードを補充することができます。 

・GP200を消費することによって投資を行い防災カードを買うこと 

 ができます。このカードは使い切りとなります。 

・手札に労災カードが無い場合手札を１枚捨て、新たにカードを 

 １枚引くことができます。 

・1ターン回るごとに、要求事項を交互に答えてもらい、 

 回答者はGP100を得ることができます。 

・要求事項がすべて終わった時点でTPが多いほうが勝ちとな   

 り、途中でTPが０になった場合は失格となります。 



選べる産業 

第１次産業 

・農業、林業、漁業等 

（農家、漁師） 

第２次産業 

・製造業、建設業、鉱業等 

（車、家電） 

第３次産業 

・サービス業 

（飲食、通信、運輸） 

第１次産業 

第2次産業 第3次産業 



 

カードの説明 

要求事項カード 

左上の数字・・・カードの番号 

中央上の文字・・・カードのタイトル 

中央左・・・要求事項の要約、用語の説

明、定義 

中央右・・・要求事項に関するクイズや

選択肢 



 

労災カード 

左上の数字・・・カードの強さ 

中央上の文字・・・起こる労働災害 

中央下の文字・・・労働災害が起こる要因 

  1 火

事務でお湯を

沸かしている

ときにお湯が

飛び火傷 

  1 けが 

商品の陳列棚の上のも

のが落下し、頭に当

たった。 

※商品が落下する可能



 

防災カード 

左上の数字・・・カードの強さ 

中央下の文字・・・関連規格を学習できる 

関連規格、規格番号、作成団体が記載されて

いる 

  1 

守 
社会的責任に

関する手引 

社会的に責任ある

行動の統合，実施

及び推進、社会的

  1 

守 
マネジメントシステムのパフォーマ

ンス改善－方針によるマネジメント

の指針 

組織のマネジメントシステムのパ

フォーマンスを効果的に改善し、マ

ネジメントシステムのスパイラル



この教材で学べる事 

  労働安全衛生マネジメントシステムとは 

労働災害の防止、健康増進、安全衛生の水準の向上を図ること

を目的とした安全衛生管理の仕組みです 

ISO45001を学ぶと同時に、労働安全衛生について様々な立場   

 から考えることのできる力を養うことが本作の趣旨です。 

1.労働者 

 現場の不注意やミスなどといったことで簡単に事故は発生し  

 ます。指示に確実に従うと同時に臨機応変に対応しなくては  

 いけません。 

2.経営者 

 現場がどのような状況下にあるのか、適切に判断を行いま  

 す。体だけではなく心のケアにも重点を置き、原因究明に努   

 めます。 

3.就活者 

企業を見極める上で労働安全は絶対に欠かす事のできない重要

な項目です。見極める力をつけなければいけません。 

 

問い合わせ先 chubu_esd_tam@yahoo.co.jp 

 

 





労災カードを出す 

投資をする 

ターン終了 

防災カードを出す 

※発⽣した労災に対して対応 

 策を説明 

評価 

※労災－防災＝︖の数値分だけ 

 防災カードを出したプレー 

 ヤーのTPからマイナス（︖ 

 ＝マイナス数値の場合は無効） 

精算 

※GP200を消費し 

 投資 

攻守交替 
※交代し、同じ⼯程を 

 ⾏う 

要求事項 

※要求事項カードを学ぶ 

 交互に回答していき回答者 

 はGP100を得る 
先攻 後攻 

※
随
時
、
使
⽤
し
た
枚
数
カ
ー
ド
を
引
く
（
引
く
カ
ー
ド
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
使
⽤
済
み
カ
ー
ド
を
再
利
⽤
） 

スタート 

どちらも⾏えない場合は、

カードを１枚捨て、新たに

カードを引き、ターンを終了す



 
 ルールボード 

 

・労働安全衛生マネジメントシステムとは 

 労働災害の防止、健康増進、安全衛生の水準向上を図  

 ることを目的とした安全衛生管理の仕組みです。 

・このゲームは経営者として労働安全衛生マネジメント   

 システムを構築していき学習することができるゲー 

 ムです。 

・それぞれ第１次産業（農業）、第２次産業（製造）、 

 第３次産業（サービス）を決めてもらいます。 

・選択した事業の設定を考え、プレイに反映します。 

・ジャンケンで先攻後攻を決めます。 

 TP20（信用度）/GP200（お金） 

 カードを５枚引きスタート。 

・赤、青のカードは同じ色でないと防げません。 

・要求事項がすべて終わった時点でTPが多いほう 

 が勝ちとなり、途中でTPが０になった場合は失  

 格となります。 

 

問い合わせ先 chubu_esd_tam@yahoo.co.jp 



 労働安全衛生MS     

   

1 
労働安全衛生マネジメ

ントシステム：労働災

害の防止、健康増進、

安全衛生の水準の向上

を図ることを目的とし

た安全衛生管理の仕組 

Q.労働安全衛生の観点か

らどのようなことをしま

すか？ 

 

組織及びその状況の理解  

   

2 
組織の状況：組織の目

的及び戦略を明らかに

し、内外の課題を明確

化すること 

Q. あなたの組織の労働安全

衛生に関する課題は何です

か？           

1. 労働者の安全  

2. 労働者の健康 

3. 職場環境 

4. その他 

リーダーシップと 

コミットメント  

   リーダーシップ：指導力

を持って皆を引っ張って

いく自信や責任 

コミットメント：経営者

が具体的に決意表明し、

宣言・約束すること 

Q. 経営者として労働安

全衛にどのように取組み

ますか？ 

3 
   

労働安全衛生方針   4  
経営者は組織の全労働者と

話し合い、労働安全衛生方

針を確立・実施・維持しな

ければならない。 

方針：ある事をするに当

たって定めた、その行動や

処置の方向・原則 

Q. あなたの組織の労働

安全衛生方針は何です

か？ 



組織の役割 

責任及び権限    
5  

   責任者や担当者の... 

役割：仕事での役目 

責任：労働安全衛生上の

任務 

権限：権利、権力の範囲 

 

Q. 労働安全衛生の責任を負

うのはどこですか？ 

1. 総務部 

2. 安全衛生部 

3. 環境部 

4. その他 

リスク及び機会への

取り組み 6 
   リスク：潜在的で有害

な影響（脅威） 

機会：潜在的で有益な

影響 

Q.組織は組織のリスクと機会

をどのように把握しますか？ 

1.職場環境の調査 

2.自然環境の調査 

3.順守評価の実施 

4.その他  

労働安全衛生目標  7  
   組織は継続的な改善を達

成するために労働安全衛

生目標を確立しなければ

ならない。  

目標：目的を実施するた

めの具体的な内容を示す

こと 

Q.あなたの組織の労働安

全衛生目標は何ですか？ 

危険源の特定   8 
   組織は危険源特定の手

順を確立・実施・維持

しなければならない 。 

危険源：疾病、設備破

壊、職場環境の悪化を

もたらす可能性のある

起因物や状況 

Q.あなたの会社の危険源

は何ですか。 

1.  水源 

2.  熱源 

3.  核 

4. その他 



適用される法的要求事項及

びその他の要求事項の確定    9  
   組織は適用される法的

要求事項及びその他の

要求事項の手段とプロ

セスを確定させなけれ

ばならない。 

 Q.法的要求事項及びその他の

法的要求事項をどのように順

守しますか ？ 

1. 専門部署を作る   

2. 外部の専門家を呼ぶ  

3. コンサル業者に要請  

4. その他 

資限・認識・力量   10 
   資源：労働安全衛生方針の実現

のために必用なもの 

力量：意図した結果を達成する

ために、知識及び技能を適用す

る能力 

認識：労働安全衛生方針の約束

を理解して、成果を向上させる

ための行動 

Q. 労働安全衛生について

認識を持たせるのはなぜ

ですか？ 

 

 

11 
   コミュニケーション：

労働安全の取り組みに

ついて、組織の内部と

外部の人に伝えること 

Q.組織の内部・外部とど

のようにコミュニケー

ションを取りますか？ 

 

 情報及び       

コミュニケーション 
運用の管理  12 

   
運用管理：組織の業務の

中で労働安全衛生に関係

する業務の実行を管理す

ること 

Q. 運用管理をどのように

行いますか？ 

1.  専門部署の設置 

2.   業務マニュアルの作成 

3.   運用管理の基準設定 

4.   その他 



13  
   緊急事態への備え及び対

応はもし何かあったとき

に備えて、どうするか前

もって準備と対応をする

ことです。 

Q. 緊急事態への対策と

してどのようなことをし

ていますか？ 

 

緊急事態への備え及び対応 監視・測定・分析・評価 14  
   監視・測定、分析及び

評価：監視及び測定と

は労働安全についての

取り組みの結果を確認

すること 

Q. 監視測定の活動を実施する

際に決定することは何です

か？ 

1. 監視測定の対象 

2. 監視測定の実施時期 

3. 結果の分析・評価の時期 

4. その他 

   

内部監査 15 
内部監査：労働安全衛生

MSが組織内でどれだけ

実施されているか、評価

するプロセス 

Q. 労働安全衛生MSについて

特に何を評価しますか？ 

1. 関係する現場の対応力 

2. 関係する従業員の能力 

3.実施・維持されている 

4.その他  

マネジメントレビュー 16 
   マネジメントレビュー：

労働安全の成果を継続的

に改善するために経営者

が見直しすること 

Q. 労働安全衛生MSの見直しと

して何を重点的に見ますか？ 

1. 組織に影響を与える変更 

2.性能評価・改善方法・結果 

3.労働安全衛生リスク・機会  

4.その他 



不適合と是正措置  17 
   不適合：労働安全衛生

MSのルールを守ってい

ないこと 

是正措置：発生した不適

合の原因を取り除くため

の方法 

Q. 不適合が発生した場合にど

れを重視して行いますか？ 

1. 原因を明確にする 

2. 是正措置の有効性を評価 

3. 不適合の情報を伝達する 

4. その他 

   

継続的改善 18 
組織は、労働安全衛生MS
の取組みを継続的に改善

しなければならない。 

Q. 労働安全衛生MSの何につい

て継続的に改善していきます

か？ 

1.  不適合に対する防止方法 

2.  確かな労働安全衛生の推進 

3. パフォーマンスの向上方針 

4. その他 



  1 落下 

棚の上のものが落下し、頭に

当たりけがをした。 

※商品が落下する可能性のあ

る所に陳列されていた。 

  １ 切り傷 

作業中にカッターナイフで指

を切った。 

※刃物の取り扱いについて周

知されていなかった。 

  １ メンタル不調 

精神的に不安定になった。 

※仕事に対する悩みが原因。 

  ５ 交通事故 

通勤中又は勤務中にトラック

と衝突。 

※過度の残業により疲れが原

因。 



  ５ 転落 

階段で踏み外し、転落。 

※階段の幅が狭い。 

  ５ 動作の反動 

無理な動作 

箱を持ち上げようとした時、

腰を痛めた。 

※膝を曲げずに、持ち上げよ

うとした。 

  ５ 有害物 

騒音や有害ガス等の労働者に

悪影響のある場所での仕事 

※有害な環境での仕事をした

ため、体調不良になった。 

  ９ 地震 

地震が発生し、二次災害が発

生しました。 

※災害発生時の対策ができて

いなかった。 



  ９ はさまれ 

巻き込まれ 

機械やドア等によるはさま

れ、まきこまれによるケガ。 

※安全第一ができていなかっ

た。 

  ９ 病死 

作業中に心臓麻痺が発作し、

死亡。 

※社員の体調の把握ができて

いなかった。 

  ９ 感電 

機器の故障による漏電が原

因。 

※機器の定期メンテナンスを

怠ったため。 

  １１ 過労死 

ストレスがたまり、作業中に

て倒れた。 

※度重なる残業によるストレ

スが原因。 



  １１ テロ 

海外でテロが発生し、社員が

巻き込まれました。 

※現地の安全確認ができてい

なかった。 



  1 転倒 

床が水で濡れていたため、

滑ってこけた。 

※前使用者の拭き残しが原

因。 

  ５ 洪水 

大雨の影響で、洪水が発生

し、二次災害が発生しまし

た。 

※災害発生時の対策ができて

いなかった。 

  ９ 津波 

大地震の影響により津波が発

生し、二次災害が発生しまし

た。 

※災害発生時の対策ができて

いなかった。 



  1 火傷 

作業中に火傷。 

※火器の使用手順が周知され

ていなかった。 

  ５ 熱中症 

現場にて長時間、水を取らず

作業していて意識を失った。 

※こまめな水分補給が徹底さ

れていなかった。 

  ９ 火災 

火の不始末により一棟全焼。

死者は出なかったが、多数が

火傷。 

※後始末の確認ができていな

かった。 



  1 

守 
社会セキュリティー事業継続      

マネジメントシステム―手引 

組織が中断・阻害を引き起こすインシデントの発生時

に組織が備え，対応し，復旧することができる文書化

したマネジメントシステムを，計画し，確立し，導入

し，運用し，監視し，レビューし，維持し，継続的に

改善するための好事例に基づく手引を示す。 

＜委員会＞ISO /TC223   ＜規格番号＞ISO22313 

  1 

守 
機械類の安全性－機械類から放出される危険

物質による健康へのリスクの低減－第２部：

検証手順に関する方法論 

検証手順を明確にするために，危険物質の放

出に関連する重要要因を選択するための手順

を特定  

＜委員会＞ISO/TC199  ＜規格番号＞ISO9709‐2 

  ５ 

安全標識―避難誘導システム（ＳＷＧＳ） 

―蓄光式 

不特定多数の人が出入りするデパート，ホテル，スー

パーなどの業務施設，娯楽施設，地下施設のある建造

物，連絡通路を含む地下駅舎，地下街など建物からの

避難を容易にするために設置する蓄光式の避難誘導シ

ステム（蓄光式ＳＷＧＳ）について規定。 

＜委員会＞ISO/TC145 ＜規格番号＞ISO16069  

守 
  ５ 

マネジメントシステムのパフォーマンス改善－日

常管理の指針 

品質管理の主要な活動の一つである日常管理に関

して，一つの部門における進め方及び組織的な推

進方法についての指針。  

＜委員会＞ISO/TC45 

＜規格番号＞ISO9026 

守 



  ９ 

食品安全マネジメントシステム 

フードチェーンのあらゆる組織に対する要求

事項 

＜委員会＞ISO/TC34 

＜規格番号＞ISO22000  

守 
  ９ 

環境マネジメントシステム－実施の一般指針 

しっかりとした，信頼性のある環境マネジメ

ントシステムを確立し，実施し，維持し，改

善することに関する，組織のための指針。  

＜委員会＞ISO/TC207 

＜規格番号＞ISO14001 

守 



  1 

守 
エネルギ―マネジメントシステム 

―要求事項及び利用の手引 

組織が、エネルギー効率、エネルギーの使用及び

使用料を含むエネルギーパフォーマンスの継続改

善を達成するための要求事項である。 

＜委員会＞ISO/TC242 ＜規格番号＞ISO50001 

  1 

守 
マネジメントシステムのパフォーマンス改

善－方針によるマネジメントの指針 

組織のマネジメントシステムのパフォーマン

スを効果的に改善し、マネジメントシステム

のスパイラルアップを図る指針を定めた規格 

＜委員会＞ISO/TC176             

＜規格番号＞ISO9023 

  ５ 

火災安全工学―火災リスク評価 

―第1部：一般事項 

火災安全リスクについてのリスクアセスメン 

トをまとめた要求事項 

 

＜委員会＞ISO/TC92 ＜規格番号＞ISO16732‐

守 
  ５ 

リスクマネジメント－原則及び指針 

リスクマネジメントに関する原則及び

一般的な指針を示す。 

<委員会>ISO/TC262 

＜規格番号＞ISO31000 

守 



  ９ 

リスクマネジメント―リスクマネジメント技法 

JISQ 3000の支援規格であり，リスクアセス

メントのための体系的技法の選択及び適用に

関する手引を提供。  

＜委員会＞ISO/56 ＜規格番号＞ISO31010 

 

守 
  ９ 

社会セキュリティー 

事業継続マネジメントシステム―要求事項 

マネジメントシステム全体の中で事業継続の確

立、導入、運用、監視、レビュー、維持及び改善

担う部分。 

＜委員会＞ISO/TC223 

＜規格番号＞ISO22301 

守 

  １１ 

機械の安全性―統合生産)システム―基本的要求事項 

統合生産システムの安全に関する機会安全の

国際規格で機械の運転を継続する部分につい

てもリスクアセスメント及びリスク低減方策

に基づき安全設計を行うことに言及してい

る。 

＜委員会＞ISO/TC199  ＜規格番号＞ISO11161 

守 
  １１ 

環境マネジメントシステム― 

要求事項及び利用の手引 

企業や団体等の組織が環境方針、目的・目標等を

設定し、その達成に向けた取組を実施するための

組織の計画・体制・プロセス等のこと。 

＜委員会＞ISO/TC207 

＜規格番号＞ISO14001 

守 



  1 

守 
社会セキュリティー緊急―危機対応に関する

よう要求事項 

効果的な危機対応を実現するために守らなけ

ばならない必要最小限の要求事項についての

規定                     

＜委員会＞ISO/TC223＜規格番号＞ISO 22320 

  1 

守 
社会的責任に関する手引 

社会的に責任ある行動の統合，実施及び推

進、社会的責任に関するコミットメント，パ

フォーマンスなどに関する手引を示す。 

＜委員会＞ISO/TMB Working Group on Social Responsibility 

＜規格番号＞ISO26000 

  ５ 

プライベートセキュリティー業務のマネジメント

システム―要求事項及び使用の手引 

プライベートセキュリティー業務のマネジメ

ントシステム 

＜委員会＞ISO/TC292 ＜規格番号＞ISO18788 

 

守 
  ５ 

マネジメントシステム監査のため

の指針 

マネジメント監査のための指針 

＜委員会＞ISO/TC176 

＜規格番号＞ISO19011 

守 



  ９ 

マネジメントシステムのパフォーマンス改善－継

続的改善の手順及び技法の指針 

組織のマネジメントシステムのパフォーマンスの

継続的改善のための手順に関する指針を定めた規

格 

＜委員会＞ISO/TC176 

＜規格番号＞ISO9024 

守 
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