
【第13次東京労働局労働災害防止計画の概要】

《計画期間》2018年（平成30年）４月１日～2023年（令和4年）３月31日

スローガン：「トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心」

【基本目標】
○ 死亡災害については、2017年と比較して、2022年までに15％以上減少させる。
○ 死傷災害については、2017年と比較して、2022年までに５％以上減少させる。

【主な小目標】
○ 建設業については、死亡災害を2017年と比較して、2022年までに15％以上減少
させる。

○ 製造業については、死亡災害を引き続き発生させない。
○ 陸上貨物運送事業については、死傷災害を2017年と比較して、2022年までに
５％以上減少させる。

○ 第三次産業については、小売業、社会福祉施設、飲食店及びビルメンテナンス業
対策を重点的に講じることにより、死傷災害を2017年と比較して、2022年までに死
傷年千人率で５％以上減少させる。

このほか、メンタルヘルス対策、腰痛、熱中症で目標設定
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東京労働局管内労働災害による死亡者数，死傷者数の推移
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１．死亡災害の目標と災害発生状況
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４．第三次産業における死傷災害年千人率の推移

【労働力調査（東京都推計）の産業別雇用者数を元に推計】
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年齢別労働災害発生状況

41.7% 48.8％

1 労働災害の現状
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２ これからの安全衛生

過重労働対策

・・・長時間労働の抑制
適正な労働時間の把握

３６協定の遵守、適正な割増賃金の支払い

年次有給休暇の取得促進（休むのだって実力のうち‼）

・・・健康管理
心身両面にわたる健康の保持増進

① 労働基準法から労働安全衛生法 そして・・・

５

（１） 違法な長時間労働を許さない取組の強化

「過労死等ゼロ」緊急対策（平成２８年１２月２６日長時間労働削減推進本部決定）

（２） メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化
（３） 社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化

ア 新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底…企業向けに新たなガイドラインを定め、労働時間の適正把握を徹底する。

イ 長時間労働等に係る企業本社に対する指導…違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対して、全社的な是正指

導を行う。

ウ 是正指導段階での企業名公表制度の強化…過労死等事案も要件に含めるとともに、一定要件を満たす事業場が２事業場生じた

場合も公表の対象とするなど対象を拡大する。

エ ３６協定未締結事業場に対する監督指導の徹底



事業者が講ずべき措置

○時間外・休日労働時間等の削減

○年次有給休暇の取得促進

○労働時間等の設定の改善

○労働者の健康管理に係る措置の徹底

・健康管理体制の整備、健康診断の実施等

・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働
者に対する面接指導等

・メンタルヘルス対策の実施

・過重労働による業務上の疾病を発生させた場合
の措置

・労働者の心身の状態に関する情報の取扱い

過重労働による健康障害防止のための総合対策
（平成18年３月策定、令和２年４月最終改正）

過重労働による健康障害（脳・心臓疾患や精神障害等の疾病）の防止を目的として、事
業者が講ずべき措置を定め、当該措置が適切に講じられるよう、国が行う周知徹底、指
導等の所要の措置を明記

国が行う周知徹底、指導等の所要の措置

○事業者が講ずべき措置等の周知徹底

○窓口指導等

・36協定における時間外・休日労働に係る適正化
指導の徹底

・裁量労働制に係る周知指導

・労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組
の促進に係る措置

○監督指導等

時間外・休日労働時間が１月当たり45時間を超
えているおそれがある事業場等への指導

○過重労働による業務上の疾病が発生した場
合の再発防止対策を徹底するための指導等

６



後追い型

法令順守型

法令列挙

先取り型

自主対応型

Risk-Based Approach

過去の災害から学ぶ安全管理 危険性（リスク）を未然に除去、低減する

② 2005年（Ｈ17年）労働安全衛生法改正による転換

２ これからの安全衛生

化学物質対策
特別規則で規制されていない化学物質が原因で胆管がんの労災事案が発生
⇒化学物質のリスクを事前に察知して対応する必要性 （リスクアセスメントの実施）

メンタルヘルス対策
精神障害の労災認定件数の増加

⇒労働者の健康状態を把握し、メンタル不調に陥る前に対処する必要性
・・・ストレスチェック制度の実施、4つのケア（セルフ、ライン、産業保健スタッフ、外部機関）

重大な労働災害を繰り返す企業への対応
同一企業における同種の災害の発生

⇒大臣による改善計画作成の指示と公表
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化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）

「有害性（特に発がん性）の高い物質について国がリスク評価を行い、特定化学物質障害予防規則等の対象

物質に追加し、ばく露防止のために講ずべき措置を国が具体的に法令で定める」というこれまでの仕組みを

、「国はばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充し、事

業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のために講ずべき措置を自ら選択して実

行する」ことを原則とする仕組み（「自律的な管理」という。）に見直すことが適当。

GHS分類で危険性・有害性がない物質

GHS分類で
危険性・有害性がある物質

許容濃度又は
ばく露限界値が示されて
いる危険・有害な物質

石綿等
管理使用

が困難な物質

自主管理が困難で
有害性が高い物質

個
別
管
理

物
質

自
主
管
理
物
質

約７万物質

発がん性等が確
認された物質に
ついて、専門家
の検討を経て、
特化則に追加

※2007年以降29
物質を追加

＜現在の化学物質規制の仕組み（特化則等による個別具体的規制を中心とする規制）＞

製造・使用等の禁止

特化則、有機則等に
基づく個別具体的な

措置義務

８
物
質

ラベル表示義務
SDS交付義務

リスクアセスメント義務

（一般的措置義務）
※具体的な措置基準なし

・排気装置設置等によ
る発散抑制

・保護具の備え付け

ラベル表示努力義務
SDS交付努力義務

リスクアセスメント努力義務

物
質

物
質

122

673

数
万
物

質
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対象経費（要した経費の１／２補助、上限100万円）
・新型コロナウイルス感染防止のための接触機会低減の機器等
高年齢労働者に優しい機械設備の導入等に関する経費
（腰痛予防機器、段差解消工事等）
健康確保のための取組に関する経費
（体力チェック、トレーニング等）
高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育に係る経費

対象者
60歳以上の高年齢労働者を雇用する中小企業等の事業者

ガイドラインの事業場へ導入を促進するための取組

エイジフレンドリー補助金
都道府県労働局・労働基準監督署

・エイジフレンドリーガイドライン（ガイドライン）の周知、指導
・第三次産業対策との連携
・管内事業場において模範となる企業等への表彰

個別事業場に対する支援
・高年齢労働者が働く中小企業等事業場において現場診断
と助言指導

高齢者が安心して安全に働ける職場環境の整備が必要
⇒「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）の策定（R2.3）

高齢者の就業が進む中、高年齢労働者の労働災害は、死傷者数、年千人率ともに増加傾向。

職業安定部・ハローワークとの連携

・事業場に対する説明会等において局内の連携を図り効果的
に周知
・JEED各支部、地方公共団体、関係事業者団体等を通じ
た周知広報

高年齢労働者の労働災害防止対策について

９

③ 迅速な対応 …災害動向を踏まえた迅速な対策

２ これからの安全衛生



1.高齢者が多く、転倒、腰痛などの行動災害が多いた
め、既存の対策では対応しにくい。

2.労働者の入れ替わりが激しく、事業場全体に安全衛
生意識やヒヤリハット等が蓄積されにくい。

3.「災害の程度が軽い」という認識。

4.雇入れ時などの安全衛生教育が不十分。

下記１の取組により地域の中核企業における取組の普及を通じて、安全衛生水準の底上げを図り、２の取組により意識
の醸成を図る。

○ 第三次産業の労働災害防止対策については、平成30年3月30日付け基安発0330第3号「13次防を踏まえた第三次産業における労働災
害防止対策の推進について」により取組を指示

○ しかしながら、13次防の目標（小売業、社会福祉施設、飲食店における死傷災害を対平成29年比で死傷年千人率で５％以上減少）に
対し、いずれも増加傾向を示しており、目標達成は相当厳しい状況

現状

２ 安全衛生に対する意識を醸成するための広報
「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を改正し、「安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」とし
て、エイジフレンドリーガイドライン、STOP！転倒災害等とも連携した展開

好事例の公表による取組推奨 ✓積極的な表彰制度の活用
Web、SNSを活用した周知広報、教育ツールの活用 ✓委託事業による広報、運動習慣定着支援
中災防が行う意識を高める運動・広報との連携 ✓関係団体、業種別事業者団体を通じた確実な周知

１ 多店舗展開企業等への本社等指導のフォローアップ等
行政ニーズに応じ業種ごとに本社指導等や個々の事業場指導の選択 ✓社会福祉施設に対する働きかけに重点
労働災害防止団体のサポート事業の活用 ✓地方自治体との積極的な連携

主な課題

対応方針

1. 指導対象の絞り込みや指導手法の選択による効率的アプローチ。

2. 個社の作業マニュアルや教育・研修そのものに、安全衛生の視点を溶け込ませる
ための個別支援。

3. 経営者が自分事として理解しやすいよう、施設種類ごとの災害分析や、関心の高
い視点（コロナ対策、顧客・利用者の安全、人材確保等）を介した訴求。

4. 労働者の年代によっては重症化しやすく、人的損失、経済的損失につながるとい
う情報発信。

5. 個々の労働者の転倒や腰痛防止に関する気運醸成、被災するリスクの低い身体づ
くり。

解決の方向性

第三次産業の労働災害防止対策について
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転倒災害の防止対策について
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墜落、転落
34%

転倒
11%

はさまれ、巻き込まれ
11%

その他
44%

事故の型（建設業）
•建設業の休業４日以上の労働災害のうち、「墜落・転落災害」が全体の３割を超え、そ
のうち「はしご等」とする災害は、３割程度となり、「足場」の２倍程度となっている。

建設業休業４日以上の労働災害「墜落転落」×「はしご等」

•災害が発生すると骨折等の重傷を負い、療養期間も長期化しやすい

•負傷箇所が「頭蓋部」「頚部」で死亡災害が発生しやすい。

災害が発生すると療養は長期化、負傷箇所によっては死亡災害につながる

•平成29年時点においても業種全体として、対策の必要な分野として、対策を求めてきた
が、はしご等からの墜落転落災害の減少傾向は見られていない。 （平成23～27
年（平均）23％、令和元年23％）

業種全体における「墜落転落」×「はしご等」

•建設関係者から、はしご等からの墜落・転落災害が多発しているという声あり。

「はしご等」からの墜落転落が多いという現場の感覚

⇒墜落、転落災害のうち、「はしご等」の災害に対する対策が必要！！

①「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう」のリーフレット（H29.3)を活用し、はしご等からの
墜落・転落災害を発生させた事業者に対する再発防止対策の構築を指導
②リーフレット（チェックリスト形式）（R3.3予定）を活用した自主点検の促進

（参考）本省：行政要請研究「低所（２ｍ未満）からの墜落による頭部等への
衝撃に関する研究」を実施予定
→結果がとりまとまり次第、対策等を検討する予定

はしご等
27%

足場
14%

屋根、はり、

もや、けた、

合掌
12%

トラック
9%

建築物、構築

物

6%

その他
32%

起因物

（建設業×墜落転落×はしご等）

《労働災害統計（令和元年確定値）》

12

「墜落・転落」×「はしご等」災害に対する対策（建設業）



④「見える」化への取組

Ⅰ．転倒災害及び腰痛を防ぐための「見える化」
Ⅱ．高年齢労働者の特性等に配慮した労働災害防止の「見える化」
Ⅲ．外国人労働者、非正規雇用労働者の労働災害を防止するための「見える化」
Ⅳ．熱中症を予防するための「見える化」
Ⅴ．メンタルヘルス不調を予防するための「見える化」
Ⅵ．化学物質による危険有害性の「見える化」
Ⅶ．通勤、仕事中の健康づくりや運動の「見える化」

Ⅷ．その他の危険有害性情報の「見える化」

「見える」安全活動の例（その他の事例はあんぜんプロジェクトホームページで公開中）

転倒防止の「見える化」 腰痛予防の「見える化」 熱中症予防の「見える化」

２ これからの安全衛生
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２ これからの安全衛生

平成２３年東ソー南陽事業所、平成２４年の三井化学岩国大竹工場、日本触媒姫路製造所での爆発、そして平成２６年１月９日三菱
マテリアル四日市工場メンテナンス中の熱交換器爆発事故（５名死亡１３人負傷）など化学メーカーで重大事故が続発。

(1) 背景要因の検討 ・ 体系的な教育が不足している。 ・ 危険への感性が低い。

・ 技術伝承が十分行われていない。 ・ 外の風が入らず「井の中の蛙」状態である。 ほか

(2) 背景要因への対策

① 体系的な教育の仕組みやカリキュラムの整備

・ 化学的な知識やプロセス、作業標準類等を計画的に教育するための仕組みやカリキュラムの整備

・ 事故事例を踏まえた教育、熟練作業者の経験の伝承及び緊急時対応能力の強化策等による計画的な人材育成

② プロセス技術専門部署の設置、本社と工場との連携、外部機関等との連携による安全基盤の強化、安全管理機能の強化

③ 継続的改善を行う体制の確立・・・外部評価等“外の風”を取り入れる、安全文化が醸成するよう継続的に改善を進める。

「東洋経済」の【「know-why」を知る、know-howよりも know-why】に関する記事から

現場作業を現場作業員や下請任せになってしまい、肝心な事故等の対策時に化学の基本的な知識、設備の危険性等についての
基礎的なことがわかっていないためとんでもない人為的ミスを起こしてしまう。

通常時のノウハウは知っているが、そもそもどのようなシステムで工場全体が動いているかなど化学的知見等を含んだ基本的なこ
とを知らないところに大きな問題がある。

なぜその作業が行われるかを知ることは、その作業の持つ意味・必要性を知ることであり、どのように行ったら（know-how）最もよ
いのか、どのような手順にするべきかなどを考えたり、作業の優先順位・非定常作業における手法等を決めるうえでの判断基準にも
なります。予期しなかった事態に遭遇したとき、次の手を打つにあたり、大きな誤りを犯すことはないのではないかと思います。

与えられたものを言われるままにこなすのではなく、今自分が行っていること、行おうとすることにどのような意味
があるのか、なぜ行うのかを考えて、これから先物事に取り組んでいくことが求められています。

⑤ know –how から know-why へ
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３ 最後に
①安全点検4つの目

虫の目：近いところから多角的に注意深く見る目

現場で5感（視覚・聴覚・臭覚・触覚・味覚・第六感も）をフル活用

鳥の目：高いところから全体を見る目

人の動き、物の流れ、機械設備の状況…視界を広げて全体を

魚の目：水の流れのように時流を見る目

次の作業、隣の作業、明日の作業…目に見えない時間の流れを

蝙蝠の目：様々な角度から物事を見る目

固定観念を捨てて、逆の発想・逆視点
（いつもと違う人・順番・時間…）で
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３ 最後に

② 賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ
歴史=災害事例 経験＝失敗(災害)

「労働安全衛生規則は、 先人の血で書かれた文字 」

③ 「天災は忘れた頃にやってくる」

（労働）災害は忘れた〇ころ（頃）にやってくる
ところ (所)

こころ (心)

災害防止に大切なこと
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ご清聴ありがとうございました。

各企業の皆様方の持続可能な発展は，安心して安全に働くことのできる職場な
くして実現することはできません。

皆様方の持続可能な発展を目指し，企業のトップの方から第一線の現場で働く
人に至る一人ひとりが安全に関するルールを改めて確認し，安全活動に
取り組んでいただくようお願い申し上げます。

「持続可能な安全管理
未来へつなぐ安全職場」

安全の継承を



主催：東京労働局、（公社）東京労働基準協会連合会

労働災害を防ぐためには、

労働者一人ひとりの意識と

行動も大変重要です。

「安全衛生宣言」は、ワッ

ペン等に書き込むことによ

り、労働者一人ひとりの

安全衛生意識を促すものです。

安全衛生宣言


