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    新しい年を迎えて 
  

 新年おめでとうございます。 

 令和3年の新春に当たり、日頃から労働災害

防止活動にご尽力いただいている会員事業場

の皆様をはじめ関係の方々に心から感謝申し

上げます。 

 昨年来の新型コロナウイルス感染症の影響

により、皆様におかれましても事業活動に

様々な影響を受けておられることと拝察いた

します。当協会におきましても、計画していま

した事業の多くが延期・中止や規模縮小等の

対応を余儀なくされました。本年も当分の間

その影響は続くものと思われますが、当協会

においては、引き続き、労働災害防止対策に係

る諸施策を実施する際には、感染防止に関す

る国並びに都道府県の要請等を踏まえて、感

染防止対策を徹底することはもとより、実施

方法を工夫し、Web の活用など新たな手法を

併用しながら各種事業を展開してまいります。 

 

 さて、陸運業における労働災害による死亡

者数は、令和 2 年 12 月現在速報値（令和 2 年

1 月～ 11 月）では 72 人、前年同期比 8 人減と

なっています。その内訳は、交通事故によるも

のが 11 人減となっており、その減少に大きく

寄与する一方、主に荷役作業に関係する、墜

落・転落災害及びはさまれ・巻き込まれ災害は

増加しており引き続き重要な課題となってい

ます。 

 一方、休業4日以上の死傷者数は一昨年その

増加に歯止めがかかったものの、同速報値で

は 2.2％の増加に転じています。主に荷役作業

に関係する災害が増加している中、動作の反

動・無理な動作によるものが前年同期比で大

幅に増加しています。災害増加原因の分析を

行い、荷役災害防止対策の推進に取り組んで

まいります。 

 陸上貨物運送事業労働災害防止 5 か年計画

（2018 年度～ 2022 年度）（以下「陸運業労災

防止計画」といいます。）では、死亡災害につ

いては、2013年から 2017年までの 5か年間の

死亡災害の総件数を 2018 年から 2022 年まで

の 5 か年間で 15％以上の減少、死傷災害につ

いては、2017年に比べ 2022 年に 5％以上の減

少等を計画の目標に掲げています。残念なが

ら初年度及び 2 年度はその年度目標を達成で

きませんでした。3 年度目となる 2020 年は、
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死亡災害99人以下、死傷災害14,912人以下を

年間目標として取り組んできたところです

が、死傷災害の目標達成は厳しい状況にあり

ます。 

 陸運業労災防止計画の 4 年度目を迎える本

年は、上記のような労働災害発生状況を踏ま

え、本部・支部、会員事業場が一体となって、

計画的・継続的な安全衛生活動を推進し、死亡

災害については、交通労働災害の防止及び荷

役災害の防止、死傷災害については、荷役関係

災害の防止を最優先に、総力を挙げて取り組

むこととしています。 

 具体的には、令和3年は次の取組を重点とし

て行うこととしています。 

  

 第一は、荷役災害防止対策の推進です。 

 陸運業の死傷災害の多くを占める荷役災害

が、荷主等の構内で多く発生している現状に

あります。このため、昨年度から実施していま

す荷主等事業場の荷役災害防止担当者を対象

にした荷役災害防止担当者教育講習会及び荷

主等事業場に対する安全診断の実施並びに荷

主等との協議会の開催を本年も引き続き実施

することとしており、「陸上貨物運送事業にお

ける荷役作業の安全対策ガイドライン」の周

知とともに、荷主等と連携した災害防止対策

を推進してまいります。 

 また、昨今、高年齢労働者の就労が一層進ん

でおり、60 歳以上の労働災害も増加傾向にあ

ることから、厚生労働省は昨年 3 月に「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）」を策

定しました。当協会におきましても昨年は、高

年齢労働者荷役労働災害防止対策コンサル

ティングの実施及び「高年齢労働者に配慮し

た陸運業のための労働災害防止対策セミ

ナー」を開催し、ガイドラインの周知、トラッ

ク荷台での積荷の安全、適切な固定・固縛作業

についての教育を実施したところです。本年

におきましても、引き続きエイジフレンド

リーガイドラインの周知を図るとともに、現

場診断やコンサルティングの実施及びセミ

ナーの開催により、荷役災害防止対策を進め

てまいります。 

 

 第二は、交通労働災害の防止です。 

 交通労働災害による死亡者数は、減少傾向

にあるものの約 4 割を占めています。また、陸

運業では、高年齢自動車運転者の割合が高く

なってきていることから、交通労働災害防止

のためのガイドライン及びエイジフレンド

リーガイドラインに基づく取組を進めるとと

もに、昨年に引き続き「高年齢労働者に配慮し

た陸運業のための労働災害防止対策セミ

ナー」の開催等を通じて、交通労働災害の防止

を推進してまいります。 

 

 第三は、健康確保対策の推進です。 

 陸運業の健康診断における有所見者数の割

合は、他業種に比し高い水準にあり、さらに

脳・心臓疾患の労災認定件数が業種別で最も

多い状況が継続しています。 

 こうした現状を踏まえ、過労死等の大幅減

少を目指し、引き続き全日本トラック協会の

定めた「過労死等防止計画」の具体的行動計画

に基づいた連携により、長時間労働による過

労死等の予防対策を推進します。また、ストレ

スチェックの実施とその結果に基づくメンタ

ルヘルス対策を一層推進します。 

  

 第四は、フォークリフト荷役技能検定の一

層の実施推進です。 

 本検定は、フォークリフト運転者の安全・正

確・迅速な荷役作業の技能を評価し認定する

ことにより、技能の向上を通じて労働災害の

防止に寄与することはもとより、フォークリ

フトに係る事故全般の減少につながる有効な

制度であり、平成 27 年度から毎年実施してい

ます。 

 昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響

により 4 か所の会場での実施が中止となりま

したが、感染症対策を徹底し、8 月及び 9 月に

1 級検定試験を全国 3 か所で、2 級検定試験を

関西地区での初の開催を含む全国 9 か所で実

施しました。2 級検定試験については、平成 27

年度からの累計で、受験者数 601 名、合格者数

283 名（合格率 47.1％）となりました。 

 本年も引き続き本検定制度の積極的な推進

及び拡充を図ってまいります。特に、本検定の

意義が陸運業のみならず製造業や流通業等

フォークリフト荷役作業を行うすべての事業

者に理解されるよう、周知に努めてまいります。 
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 こうした重点的な取組とともに、当協会が

実施している諸活動の充実にも取り組んでま

いります。 

 全国フォークリフト運転競技大会は、第 36

回大会を中部トラック総合研修センター（愛

知県）において開催日程を2日間に拡大し開催

します。また、第 57 回全国陸上貨物運送事業

労働災害防止大会を熊本県において開催しま

す。昨年の両大会は新型コロナウイルス感染

症の影響により中止となりましたが、本年は

感染症対策を徹底した上で、充実した大会に

なるよう努めてまいります。 

 また、会員の皆様への情報提供として、広報

誌「陸運と安全衛生」の総集編「陸運と安全衛

生 Year Book」を昨年創刊し、全会員事業場へ

配布しました。Year Book は、毎月発行の広報

誌に掲載しました専門家による安全衛生対策

の解説をはじめ、会員事業場の皆様のご活躍

の様子などを取りまとめるとともに、当協会

の活動を紹介するなど、労働災害防止に向け

た有益な情報を会員の皆様にご活用いただき

たくお届けしました。Year Book は毎年発刊

することとしています。本年も引き続き Year 

Book 並びに広報誌などを通じて会員の皆様へ

の情報提供の一層の充実に努めてまいります。 

 

 陸運業界は従前から従業員の高齢化、人手

不足など多くの課題を抱え、厳しい経営環境

にあり、加えて新型コロナウイルス感染症の

影響により求められる対策が多岐にわたりま

すが、働く方々が健康で、安全に働くことがで

きる労働環境の改善と、経営トップが先頭に

立った積極的な安全衛生活動の推進が何より

重要です。 

 会員事業場の皆様には、当協会の活動に引

き続きのご理解とご尽力を賜りますようお願

い申し上げますとともに、「年末・年始労働災

害防止強調運動」（12 月 1 日～ 1 月 31 日）が

実施されていますこの時期に、「職場の安全衛

生自主点検」の実施など労働災害防止の取組に

なお一層のご高配を賜りますよう重ねてお願

い申し上げます。 

 

 この一年が希望と活力に溢れる良き年とな

りますよう祈念いたしますとともに、皆様方

のご健勝とご発展をお祈り申し上げ、新年の

ご挨拶とさせていただきます。 

  

 

 

 

 

 
あけましておめでとうございます 

本年も陸運業における労働災害の防止に向け積極的な取組を展開して

まいります 

会員の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます  
令和 3年 1月 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

会   長  渡邉健二 

専務理事  横尾雅良 

職 員 一 同 
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 あけましておめでとうございます。 

 新年を迎え、心からお慶び申し上げます。本

年も何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 令和3年の年頭に当たり、改めて日頃の労働

基準行政への御理解と御協力に感謝申し上げ

ますとともに、今後の労働基準行政について

述べさせていただきます。 

  

 第一に、新型コロナウイルス感染症対策に

ついてです。 

 昨年は、特に新型コロナウイルス感染症の問

題が非常に大きなテーマになっており、当局に

おいても、「職場における新型コロナウイルス

感染症の拡大を防止するためのチェックリス

ト」等を作成し、関係団体に対し、累次の協力

依頼を行うなどの対応を行ってまいりました。 

 今後は、ウィズ・ポストコロナにおける働き

方を見据えた新しい働き方について考えてい

く必要があります。テレワークについては、労

働時間管理の在り方、作業環境や健康状況の

管理・把握、メンタルヘルス等に関する昨年の

検討会での議論を踏まえ、できる限り早く、ガ

イドラインの見直しなど必要な対策を講じ、良質

なテレワークの普及に取り組んでまいります。 

 また、フリーランスについては、安心して働

ける環境整備のための政府のガイドラインに

おいて、現行法上「雇用」に該当する場合は、

契約形態にかかわらず、労働関係法令が適用

されることについて明確化してまいります。

併せて、フリーランスの方に対する労災保険

の適用について、労災保険特別加入制度の対

象範囲の見直し等に向けて議論を行ってまい

ります。 

 そして、副業・兼業については、昨年 9 月に

改定したガイドラインの内容を丁寧に周知し、

引き続き企業も労働者も安心して副業・兼業を

行うことができる環境を整備してまいります。 

 

 第二に、過労死等防止対策についてです。 

 過労死等防止対策推進法に基づき定める

「過労死等の防止のための対策に関する大

綱」の見直しについて、現在過労死等防止対策

推進協議会で議論を始めたところです。働く

ことで命を落としたり、健康を損なったりす

ることは、あってはならないものであり、「過

労死をゼロにし、健康で充実して働き続けること

の出来る社会」を実現するための取組を着実に進

めてまいります。 

 

 第三に、働き方改革についてです。 

 働き方改革関連法については、これまでに、

時間外労働の上限規制や、年次有給休暇の年 5

日の確実な取得などが、順次施行されており、

引き続き、周知や働き方改革推進支援セン

ター等による支援に取り組んでまいります。 

 時間外労働の上限規制の適用が猶予されて

いる事業・業務については、令和 6 年度からの

適用に向け、長時間労働を是正するための環

境整備に、引き続き、関係省庁と協力しなが

ら、取り組んでまいります。特に、「自動車運

転者の労働時間等の改善のための基準」の見

直しに当たっては、今年度中に実態調査の結

果を取りまとめ、来年度以降、関係労使に引き

続き御議論いただき、検討を進めてまいりま

す。また、医師の働き方については、昨年 12

月に「医師の働き方改革の推進に関する検討

会」において中間とりまとめを行ったところ

であり、必要な法令整備に向け、医療行政と連

携して取り組んでまいります。 

 

 第四に、最低賃金についてです。 

 最低賃金の引上げに当たっては、中小企業・

小規模事業者が賃上げしやすい環境整備が不

可欠であり、中小企業における設備投資やＩ

Ｔ化等の生産性向上の取組に対する支援や、

下請事業者の取引環境の適正化などに取り組

んでまいります。 

 

 第五に、労働安全衛生対策についてです。 

 近年の労働災害による死亡者数は、長期的

に減少しているものの、労働災害による休業 4

日以上の死傷者数は、高年齢労働者の増加や

  

 令和３年労働基準局長年頭所感 
 厚生労働省労働基準局長 吉永和生  
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新年を迎え、心からお慶び申し上げます。本

年も何とぞよろしくお願い申し上げます。令

和 3 年の年頭に当たり、改めて日頃の労働安

全衛生行政への御理解と御協力に感謝申し上

げます。 

 

我が国の人口は、減少に転じておりますが、

出生率の低下を背景に、いわゆる団塊ジュニ

ア世代が 65 歳以上となる 2040 年頃に向け

て、15歳から 64歳層の人口の減少が加速する

と見込まれています。こうした人口構造の変

化の中で、働く人一人ひとりが心身ともに健

康を保ちながら、意欲や能力を一層発揮でき

る環境づくりが重要な課題となっており、労

働災害の防止に向けた取組も一層強く求めら

れております。 

近年の労働災害による死亡者数は、長期的

に減少しているものの、労働災害による休業 4

日以上の死傷者数は、高年齢労働者の増加や

サービス産業化の進展などの就業構造の変化

等により、増加傾向にあります。これらを踏ま

え、労働災害防止対策に全力で取り組んでま

いります。 
 

また、昨年来、職場における新型コロナウイ

ルス感染症の感染防止対策が重要となってお

ります。職場における新型コロナウイルス感

染症の拡大防止を図りつつ、業務を継続して

いただくため、「職場における新型コロナウイ

ルス感染症の拡大を防止するためのチェック

リスト」の活用等により、職場における感染予

防、健康管理の状況を確認した上で、職場の実

態に即した感染拡大防止対策を検討すること

など、労使が一体となって感染拡大防止対策

に取り組んでいただくよう、協力を依頼して

きたところです。 

引き続き、職場における感染防止対策に全

力で取り組んでまいります。 
 

働く人の安全確保対策について申し上げ

ます。 

第 13 次労働災害防止計画（計画期間：平成

30 年度～令和 4 年度）の重点業種への対策の

ほか高年齢労働者の増加を踏まえ、高年齢者

が安心して安全に働ける職場環境の実現を目

的として作成した、事業者と労働者が講ずべ

き措置を盛り込んだガイドラインの周知や、

高年齢者の労働災害防止に取り組む中小企業

に対する支援を進めてまいります。 

また、外国人労働者の受入れが進み、外国人

の労働災害が増加傾向にある中で、日本語に

不慣れな外国人労働者に対する安全衛生教育

の重要性が増していることから、雇入れ時な

どに活用できる視聴覚教材の普及等に努めて

まいります。 
 

次に、働く人の健康確保対策について申し

上げます。 

職場におけるメンタルヘルス対策を推進す

るため、ストレスチェックの実施の徹底、集団

分析の結果を活用した職場環境改善の取組の

促進、ストレスチェックの実施率が低調な労

働者数 50 人未満の事業場に対する支援を

図ってまいります。 

また、「事業場における治療と仕事の両立支

援のためのガイドライン」の周知や両立支援

コーディネーターの育成・配置等を進めるこ

とにより、企業・医療機関の患者に対する支援

  

 

令和３年安全衛生部長年頭所感 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 田中佐智子  

サービス産業化の進展などの就業構造の変化

等により、増加傾向にあります。 

 このため、高齢者の労働災害を防止するため

の取組の推進、メンタルヘルス対策の推進を図

ることなどにより、労働災害防止対策に取り組

むとともに、疾病を抱える方が治療を受けなが

ら安心して働き続けることができるよう、治療

と仕事の両立支援を進めてまいります。 

 

 以上の施策を中心に、経済環境が厳しい中、

労働条件が確保できるよう、職員一同全力を

挙げて取り組んでまいりますので、今後とも、

一層の御理解、御協力を賜りますようお願い

申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。 
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 新年おめでとうございます。 

 皆様方には、日頃から陸上貨物運送事業に

係る交通事故防止対策につき、格別な御配慮

をいただくとともに、警察行政の各般にわた

り、深い御理解と温かい御支援をいただいて

おり、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、昨年の交通事故による死者数は、

2,839 人で、4 年連続で戦後最少を更新して初

めて 3,000 人を下回りました。 

 これもひとえに、平素から交通安全活動に

携わる皆様の御尽力のたまものであり、心か

ら感謝申し上げます。 

 しかしながら、今なお多くの尊い命が交通

事故で失われていることには変わりなく、ま

た、第 10 次交通安全基本計画において掲げ

た、令和 2 年までに 24 時間死者数を 2,500 人

以下とする目標については、残念ながら達成

できませんでした。 

 本年は、第 11 次交通安全基本計画がスター

トする年となります。 

 警察といたしましては、新たな計画に基づ

き、政府が目標とする「世界一安全な道路交

通」の実現に向けて、各界各層と連携しなが

ら、交通安全施設等の整備や効果的な交通規

制の推進、交通安全教育、悪質・危険な交通違

反の指導取締り等の諸対策を総合的かつ強力

に推進し、交通事故死者数の更なる減少を目

指してまいります。 

 また、昨年 6 月には、道路交通法の一部を改

正する法律が成立し、特別な教習を修了した

方については、大型免許、中型免許等の受験資

格要件を緩和する規定が整備されました。本

改正内容については、公布の日から起算して 2

年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行することとされており、今後、具体的

な制度設計を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 貴協会におかれましても、貨物自動車に係

る交通事故防止を更に図り、また、事業に携わ

る運転者が一般ドライバーの模範となってい

ただくよう、適切な運行管理や効果的な運転

者教育の実施について、なお一層のお取組を

お願い申し上げます。 

 結びに、貴協会のますますの御発展と、皆様

の御健勝、御多幸を祈念いたしまして、新年の

挨拶とさせていただきます。 

 

交通局長年頭挨拶       

警察庁交通局長 髙木勇人  

ノウハウの強化を図るとともに、地域両立支

援推進チームの取組等を通じて、がんや難病

等と仕事との両立に向けた地域における相談

支援体制の構築等を進めてまいります。 
 

さらに、化学物質をめぐる対策として、石綿

使用建築物の解体工事の増加が見込まれる中

で、石綿含有の事前調査や労働基準監督署へ

の届出が適切になされないなど、石綿等が使

用されている建築物等の解体・改修工事に必

要な措置を適切に実施していない事例が散見

されたことから、事前調査を行う者の要件を

定めるほか、事前調査結果等の電子届出制度

の創設、写真等による作業記録の保存義務化

などを内容とする石綿障害予防規則の改正を

昨年行いました。本年は、改正規則の周知・指

導等を図るとともに、同様の内容により大気

汚染防止法を改正した環境省とも連携して、

解体・改修工事における石綿ばく露防止を

図ってまいります。 

また、化学物質管理をめぐる国際的な動向、

災害発生状況等を踏まえ、化学物質対策の在り

方の見直しに向けた検討を進めてまいります。 
 

こうした施策を中心に、労働災害防止団体

や労使団体をはじめ関係団体の方々と連携

し、働く人の日々の仕事が安全で健康的なも

のとなり、働く人にとって、より良い将来の展

望を持ち得るような社会づくりを進めてまい

る所存です。今後とも、労働安全衛生行政への

一層の御理解と御協力を賜りますよう、お願

い申し上げまして、新年の挨拶とさせていた

だきます。 
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 【荷役災害防止のために】 

 令和2年度「荷主等と陸運事業者との連携・協力促進協議会」を開催  
    厚生労働省、国土交通省及び関係機関・団体と協議 

陸災防では、12月8日(火)都内にて、令和

2年度「荷主等と陸運事業者との連携・協力

促進協議会」を開催しました。 

｢荷主等と陸運事業者との連携・協力促進協

議会｣について 

陸運業における労働災害のうち、荷主・配

送先・元請事業者等（以下「荷主等」という。）

の事業場における災害は多く発生しており、荷主等の協力が不可欠です。このため、昨年度

から厚生労働省新規補助事業として実施している「荷役作業における陸上貨物運送事業の安

全衛生活動支援事業」の一つとして本協議会を開催しています。 

  この協議会は、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の周知等

を目的としており、陸災防本部が開催した本協議会のみならず、各都道府県支部においても、

関係労働局及び関係団体等の協力により協議会を開催しています。 

本協議会に出席した機関・団体等は、中央労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害

防止協会、全国中小企業団体中央会、全日本運輸産業労働組合連合会、全日本トラック協会、

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課、国土交通省自動車局貨物課トラック事業適正化対

策室です。 

 厚生労働省及び国土交通省から労働災害の状況、課題等の説明があり、意見交換を行いました 

本協議会では、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課から、陸上貨物運送事業における

労働災害発生状況と題し、「高齢者の労働災害発生状況」、「陸運業における労働災害の特

徴」や、死傷災害の約7割を占める「荷役作業における労働災害の状況」等について説明をい

ただきました。国土交通省自動車局貨物課トラック事業適正化対策室からは、トラック事業

における課題と題し、「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向け

たガイドライン」や「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の概要」について説明い

ただきました。 

意見交換の場では、本協議会の目的である荷主側に求められる事項の周知等について意見

が交わされ、特に、荷主対策には厚生労働省と国土交通省の連携が重要であることが確認さ

れました。今後、国土交通省との調整を経て公表される厚生労働省作成中の荷主等に向けた

「荷役作業の安全確保が急務です！」リーフレットは、本協議会出席団体を通じ、関係団体

に周知することとなりました。 

 

  なお、厚生労働省及び国土交通省からご提供いただいた資料は、以下よりダウンロードで

きますので、ご参考にしてください。 

 

  厚生労働省提供資料： 

http://www.rikusai.or.jp/downloads/kyougikai-kouseiroudousyou.pdf 

 

  国土交通省提供資料： 

  http://www.rikusai.or.jp/downloads/kyougikai-kokudokoutsusyou.pdf 

 

http://www.rikusai.or.jp/downloads/kyougikai-kouseiroudousyou.pdf
http://www.rikusai.or.jp/downloads/kyougikai-kokudokoutsusyou.pdf
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【支部の活動】 

 

 

 陸災防千葉県支部は12月8日(火)、千葉県

トラック会館にて「荷役災害防止研修会（ロー

ルボックスパレット・テールゲートリフター

の安全作業）」を開催しました。 
 

｢荷役災害防止研修会｣について 

 陸運業の労働災害の約70％は、荷役作業中

に発生しています。 

また、物流の効率化や作業者の負担軽減な

どに貢献する人力機械工具等の一つである

ロールボックスパレット（以下「RBP」とい

う。）及びテールゲートリフター（以下「TGL」

という。）は、陸運業においても多く利用さ

れており、近年これらに起因する労働災害が

多く発生しています。 

こうした現状を踏まえ、千葉県支部はRBP

及びTGL作業をメインテーマとした「荷役災

害防止研修会」を開催しました。 

本研修会は、厚生労働省の補助事業として

開催され、RBP及びTGLの災害事例、危険要

因などを紹介するとともに、動画と実演を交

えてその安全な使用方法について説明し、ま

た、荷役作業安全ガイドラインについても解

説するものです。 

  
     荷役災害防止研修会の様子 
 

    
   講師：陸災防本部 遠藤安全管理士 

RBP及びTGLの実機を用いて説明 

本研修会では、RBP及びTGLの実機を用い、

講師による実演講習も実施しました。 

時折寒風が吹く研修会場隣接の駐車場で

行われましたが、受講者は熱心に講師の実演

を見学していました。 

 
  ロールボックスパレットの操作「横押し」の実演 
 

 
    テールゲートリフターの昇降操作の実演 

 

今後の取組について 

 受講者に回答いただきました研修会につ

いてのアンケート結果では「実機を用いての

説明があり、分かりやすかった」、「実機講

習は有意義だった」との回答が寄せられまし

た。 

千葉県支部では来年度においてもRBP及

びTGLの実機を用いた荷役災害防止研修会

の開催を予定しており、引き続き荷役災害防

止活動の支援に取り組んでまいります。 

千葉県支部が実機を用いて「荷役災害防止研修会（ロール
ボックスパレット・テールゲートリフターの安全作業）」
を開催 
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 陸災防千葉県支部は12月15日(火)、千葉県

トラック会館にて当協会初となる「フルハーネ

ス型墜落制止用器具特別教育」を開催しました。 
 

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」

について 

 高所作業において使用されている安全帯の

うち「胴ベルト型」は、墜落の衝撃により内蔵

の損傷や胸部圧迫による危険性が高いことが

指摘され、かつ、災害事例も報告されており、

国際規格では着用者の身体に伝わる衝撃を肩、

腰部、腿などの複数個所に分散できる「フル

ハーネス型」が採用されています。 

これらのことから平成31年2月に労働安全

衛生法施行令の改正が行われ、これまでの「安

全帯」は「墜落制止用器具」と名称変更し、6.75

ｍを超える高所作業ではフルハーネス型墜落

制止用器具を使用しなければならないことと

されました。さらに、フルハーネス型の墜落制

止用器具を用いる一定の業務に従事する者に

ついては、安全のため特別教育（安衛則第36条、

特別教育規程第24条）を受講することが定め

られました。 

この特別教育について会員から開催要望を

受けた千葉県支部は、会員を対象に「フルハー

ネス型墜落制止用器具特別教育」を開催しました。 

本特別教育は、学科4.5時間、実技1.5時間の

合計6時間で行われ、教育修了者には修了証が

交付されました。 

  
フルハーネス型墜落制止用器具についての説明を行う
講師の陸災防本部遠藤安全管理士 
 

墜落制止用器具（ランヤード及びフルハーネス）

の実技教育を実施 

本特別教育では、フルハーネスの装着など

の実技教育の他、ランヤードの2丁掛け（写真

１）、宙づり体験（写真２）等を実施しました。 

宙づり体験では、ミドリ安全株式会社千葉支

店の協力を得て、「ぶら下がり体験台」を使用

しました。受講者は実際に宙づりを体験するこ

とにより体に掛かる負荷を実感していました。 

 
      写真１ ランヤードの2丁掛け 

 
  写真２ ぶら下がり体験台を用いた宙づり体験 

 

今後の取組について 

 受講者に回答いただきました本特別教育に

ついてのアンケート結果では「体験できたこと

はとても有意義でした」、「他の社員にも教育

を受講させたい」との回答が寄せられました。 

千葉県支部では来年度においても同内容の

特別教育の開催を予定しており、引き続き墜

落・転落による労働災害防止活動の支援に取

り組んでまいります。 

【支部の活動】 
千葉県支部が「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」
を開催（陸災防では初開催） 
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はじめに 

労働災害について論じたり分析したりする

際に、よく「事故の型」として分類し議論され

ることはご承知のことと思います。 

では、この「事故の型」、「分類の意味」など

について、正確にご存じでしょうか。 

労働災害情報をご自身の現場に活かす（情報

源とする）ためには、事故の型別や起因物別に

分類された厚生労働省方式の分析で発表され

た結果（何に起因してどのような事故が起こっ

たか）に着目して、「自分の現場ならばどうなの

か」といった対策を検討することが、災害の防

止、その対策を検討するに当たって大変役に立

ちます。 

また、自社で労働災害が発生したときも、同

種の災害が二度と起こらないようにするため

にその防止対策を講じますが、そのためには、

それがどんな型の災害だったか、そして災害を

もたらす元となったものは何かを考える必要

があります。 

とはいえ、例えば墜落と転落、転倒の違いは

何なのか、複数の型が競合しているような場合

はどのように考えるのか、疑問も出てきます。 

労働災害の統計は、毎年または一定の期間ご

とに厚生労働本省、各地方労働局、各労働基準

監督署から発表されています。これら災害統計

を見る際の基本「事故の型」についてこれから

連載で解説していきます。各分類の中で、陸運

業において参考になる災害事例などもその都

度取り上げていくこととしています。 

災害分類としての「事故の型」「起因物」 

 これら分類は、労働安全衛生法（S47.6.8 公

布）の施行とともに、昭和 48 年から労働省（当

時）で採用された災害分類で、労働災害防止対

策との結び付けを強め、かつ、できるだけ簡明

に把握するため死傷災害を「事故の型分類」及

び災害の主因に焦点をおいて「起因物分類」の

2 種類とし、これらの分類及び業種別等を組み

合わせることによって、災害の分布状態を多角

的に解明しようとするもの（出展：労働災害の

分類（中央労働災害防止協会））、とされています。 

 

事故の型 

 「事故の型」とは、「傷病を受けるもととなっ

た起因物が関係した現象」と定義されていま

す。災害発生のメカニズムを物と人とが組み合

わされた接触現象が「事故の型」です。例えば、

脚立がぐらつき脚立上から転落したとか、濡れ

た床で足が滑り転倒したとか、機械を修理中に

手を挟まれた、ガス溶接作業をしていて火傷し

たなど、災害発生の状況を「事故の型」として

示しています。 

 「事故の型」は、「墜落・転落」、「転倒」、「激

突」、「飛来・落下」、「崩壊・倒壊」、「激突され」、

「はさまれ・巻き込まれ」、「切れ・こすれ」、「踏

み抜き」、「おぼれ」、「高温・低温の物との接触」、

「有害物等との接触」、「感電」、「爆発」、「破裂」、

「火災」、「交通事故（道路）」、「交通事故（その

他）」、「動作の反動・無理な動作」、「その他」、「分

類不能」の 21 に分類されています。 

 複数の型が競合する場合は、①災害防止対策

を考える立場での重要度による②発端となっ

た現象による③分類番号の若い順による、とい

う順によって選択していきます。 

起因物 

 「起因物」とは、「災害をもたらすもととなっ

た機械、装置もしくはその他の物または環境等

をいう」と定義されています。起因物は災害の

元となることから、何らかの不安全な状態が

あったものを示すこととされています。 

 「起因物」は、「動力機械」、「物上げ装置、運

搬機械」、「その他の装置等」、「仮設物、建築物、

構築物」、「物質、材料」、「荷」、「環境等」、「そ

の他」の 8 項目に大きく分類され、それを分け

た 26 項目の中分類、さらにそれを細分化した

101 項目の小分類に分類されています。 

事故の型と組み合わせて分析することに

よって、より適切な再発防止対策を検討するこ

とができるといえます。 
 

次回からは、陸運業において重要となる「事

故の型」別について、もう少し解説した上、各々

の典型的な災害事例や対策についても紹介し

ていくこととします。（以下次号）  

【新連載】事故事例を自分の現場の情報源とするために 
 

解説!「労働災害の『事故の型』」第１回 
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 【受講料無料】厚生労働省補助事業  

荷役作業安全ガイドライン講習会(荷主向け)のご案内 

陸上貨物運送事業の労働災害70％は、トラッ

クの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に

発生しています。さらにその70％は荷主等（荷

主、配送先、元請事業者等）の事業場で発生し

ています。このため、厚生労働省では平成25年

3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の

安全対策ガイドライン」を策定し、陸運事業者

及び荷主等それぞれの実施事項が示されまし

た。本年度は、この荷役ガイドラインをご理解

いただくための講習会を全国で行います。受講

料は無料です。 

この講習会は、荷主等の自社の労働者の労働

災害防止対策にも参考と

なる墜落・転落災害、

フォークリフト、クレー

ン、ロールボックスパ

レット等による災害防止

に関する内容も含まれて

います。荷主等の企業の

皆様には積極的なご参加をお待ちしています。 

講習会への参加を希望される方は、陸災防都

道府県支部にお申込みいただくようお願いいた

します。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

福岡県にて開催した講習会の様子 

都道府県 会場 都道府県 会場

宮城 2月15日 (月) 卸町会館　大会議室 静岡 1月19日 (火) 静岡県トラック協会研修センター

福島 2月17日 (水)
福島県トラック協会

県中研修センター
京都 1月29日 (金)

京都アスニー

第2研修室(3F)

群馬 2月12日 (金) 群馬県トラック総合会館 兵庫 1月22日 (金) 兵庫県トラック総合会館

東京 3月4日 (木) 東京都トラック総合会館 岡山 1月20日 (水) 岡山県トラック総合研修会館

神奈川 1月27日 (水) 神奈川県トラック総合会館 徳島 2月8日 (月) 徳島県トラック会館

新潟 3月8日 (月) 新潟県トラック総合会館 香川 1月21日 (木) 香川県トラック総合会館

石川 2月25日 (木) 石川県トラック会館 高知 2月10日 (水) 高知県トラック協会

「荷役作業安全ガイドライン講習会(荷主向け)」開催日程
開催日 開催日

北海道、青森、岩手、秋田、山形、茨城、栃木、埼玉、千葉

（不開催）、富山、福井、山梨、長野、岐阜、愛知、三重、

滋賀、大阪、奈良、和歌山、鳥取、島根、広島、山口、愛

媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

右の都道府県につきましては、開催終了しております。
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【連載Ⅰ 】      

 

（第1回） 

テーマ ｢新年だから、『究極の方程式』を解く｣ 

精神科医 夏目 誠 

 皆様から好評を博しております精神科医夏目誠先生ご執筆による「マコマコ博士のメンタル

ヘルス」につきましては、夏目先生のご厚意により令和3年も引き続き連載いたします。つい

ては今号より「マコマコ博士のメンタルヘルス2021」としてあらためて連載スタートいたしま

す。今後ともメンタルヘルス（心の健康）確保にお役立てください。  

１ コロナ禍・テレワークでライフスタイルへの気づきが 
コロナ騒動、Stay homeで、自宅勤務になった人が多いと思います。学校の休校もあり、

1か月も家族一同で生活することになりました。その過程で「家族と過ごすのが楽しい」

や「会社が良く居心地が悪い」、「その他」、3つのライフスタイルが浮き彫りになってきま

した。 

自分が、どのライフスタイルであるかの気づきになったでしょう。 
 

２ 「仕事」を取られたら、何が残るだろうか？ 
2021年も新型コロナ禍で厳しいスタート。一方、新年は将来に思いをはせる時でもあり

ます。図１を見てください。「究極の方程式」です。仕事・会社がなくなったら、私たち

に何が残るのでしょうか？家族・仲間や楽しみごと（趣味やスポーツやライフワークな

ど）などが残れば、軽く読んでいただければ良いでしょう。 

「0」の方々は以下の説明を熟読し、いますぐに行動を起こしてほしいです。 

まず仕事以外に大切なものがあることへの再確認から始まります。最低限、いまの家族

関係を振りかえってください。さらには「家族」のみの方も、それに依存しすぎていない

かを、検討しましょう。 

 

自分

自分

自分
仕事

仕事

仕事

０

家族・仲間
・楽しみ事

など

家族
仲間

図１.仕事を取ったら何が残るか！

･楽しみごと 
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「0」の人は「濡れ落ち葉」の予備軍だ！ 
エッセイストの吉武輝子さんが提唱、ご存じの方も多いのでは。すなわち落ち葉は掃い

てもたまっていきます。濡れた落ち葉は衣服などにベターッとくっ付いて、離れない。言

いかえれば会社人間の夫が、定年退職して仕事がなくなり、かつ遊び仲間もなく、さらに

は年金生活で自由になるお金も少ない状態になってしまう。そうなれば外出しなくなっ

て、家に閉じこもりがちに。「濡れ落ち葉」のように、妻にベターッとまとわりつきます。

妻のストレスがたまるのです。 
 

３ 「3つの世界」を若い時から 
では、どうすれば良いのでしょうか？筆者が「心身の健康」のために必要と提唱してい

る人生における「3つの世界」（先行知見も含めて）を図２に示しました。すなわち「1 仕

事・家事など生活手段であり、義務的な世界」や「2 家族･仲間などとの親密な交流によ

る、受容・共感の世界」、「3 没頭でき、嫌なことは忘れられる楽しみごとの世界」へ、時

間をどう配分するかでしょう。 

人
生

時間は平等。配分をどうする？これこそ！

人生を木に例れば！

3つの「世界」のバランスこそ

図２「3つの世界」のバランスこそ 
 

時間配分で決まる 
時間は平等であり有限です。どう配分するかがキモになります。例えば「仕事の世界」

しかない人が行き詰まれば、どうしようもない状態になります。「3つの世界」を育ててい

れば、困難時には「別の2つの世界」で癒されます。 

また、個人の価値観やライフスタイルによって時間配分は異なります。「会社人間」の

人たちは「1」に使う時間が8割、「2と3」が2割の人もいれば、「1」が6割、「2と3」が4割

の人も。「家族・仲間の世界」を優先する人なら「1」と「2と3」が半々でしょう。楽しみ

ごとを優先したい人なら「3」が半分を占めるかもしれません。人、それぞれでしょう。 

「心の健康」から言えば「1の世界」と「2・3の世界」のバランスが半々になるのが望

ましいです。 

新年に当たり、考えていただければ幸甚です。 
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【連載Ⅱ】    安全衛生水準向上にお役立てください！ 
 

やさしく解説「労働安全衛生法」 第10回 

前回に続き、「産業医」について説明します。 

7 産業医（第13条） 

(9) 産業医の定期巡視 

産業医の定期巡視については、安衛則

第15条に、次のように規定されています。  

 
 産業医は、当該事業場の作業や作業環

境等に労働衛生上の問題がないかどう

か、毎月1回以上定期的に巡視をしなけれ

ばなりません。 

 しかし、毎月1回以上、一定の情報が事

業者から産業医に提供される場合におい

ては、産業医の作業場等の巡視の頻度を、

少なくとも2月に1回とすることが可能と

されています。 

 これは、毎月1回以上、この条文の第1項

第1号及び第2号（下線部参照）による情報

が事業者から産業医に提供される場合に

おいては、産業医の作業場等の巡視の頻

度を、少なくとも2月に1回とすることが

できるとするものです。 

 なお、作業場を巡視するとは、すべての

作業場及び休憩所、食堂、炊事場、便所等

の保健施設を巡視することをいいます。 

 

 

 

⑽ 産業医選任事業場以外の事業場の健康

管理等 

すべての事業場において労働者の健康

の確保が図られるためには、産業医の選

任義務のない事業場においても産業保健

サービスが提供される必要があります。

このため、安衛法第13条の2では、産業医

の選任義務がない労働者50人未満の事業

場について、次のような努力義務があり

ます。 

 
これら産業医の選任義務のない小規模

の事業場の事業者は、当該事業場の状況

に応じ、必要な場合に、労働者の健康管理

等を行うのに必要な医学に関する知識を

有する医師や保健師に、労働者の健康管

理等の全部又は一部を行わせるよう努め

なければならないとされています。 

そのため、国は「産業保健総合支援セン

ター」の地域窓口（通称：地域産業保健セ

ンター、（独）労働者健康安全機構が運営

し都道府県単位で設置）を設けて、産業保

健サービスを行っています。 

 

【地域産業保健センターの主な産業保健

サービス】 

① 長時間労働者への医師による面接

指導の相談 

② 健康相談窓口の開設 

③ 個別訪問による産業保健指導の実施 

④ 産業保健情報の提供 

⑤ その他労働者の健康管理や産業保

健に関する相談 

 産業医は、少なくとも毎月1回（産業

医が、事業者から、毎月1回以上、次に

掲げる情報の提供を受けている場合であ

つて、事業者の同意を得ているときは、

少なくとも2月に1回）作業場等を巡視 

し、作業方法又は衛生状態に有害のおそ

れがあるときは、直ちに、労働者の健康

障害を防止するため必要な措置を講じな

ければならない。 

一 衛生管理者が行う巡視の結果 

二 前号に掲げるもののほか、労働者の

健康障害を防止し、又は労働者の健康

を保持するために必要な情報であつ

て、衛生委員会又は安全衛生委員会に

おける調査審議を経て事業者が産業医

に提供することとしたもの 

労働者の健康管理等を行うのに必要な医

学に関する知識を有する医師その他厚生

労働省令で定める者（注：保健師）に労

働者の健康管理等の全部又は一部を行わ

せるように努めなければならない。 
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     高年齢労働者に配慮した陸運業のための 
    労働災害防止対策セミナー（受講料:無料） 

昨今、高年齢労働者の就労が一層進んでおり、60歳以上の労働災害も増加傾向にあります。

この現状を受け、厚生労働省では、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ

イドライン」を策定しました。このセミナーでは、高年齢者の災害の現状、行動特性、災害事

例などを紹介し、陸運業において高齢者の労働災害防止対策をどのように進めていくかを提案

します。 

また、陸運業の労働災害で、墜落・転落に次いで多い災害は、トラック荷台等での荷崩れに

よるものとなっています。①積み付け・固縛機器の取扱い、②荷締め機の不備による災害事例

及びその対策、③荷役作業ガイドラインについて解説します。 

全国で開催します。皆さまには積極的なご参加をお待ちしています。 

「高年齢労働者に配慮した陸運業のための労働災害防止対策セミナー」のご案内 

 内 容  高年齢労働者の労働災害防止対策について 

   トラック荷台での積荷の安全、適切な固定・固縛作業について 

 定 員  約50名(先着順)  

 参加費  無料 

 申込方法  陸災防都道府県支部へご連絡ください。 

東京都にて開催したセミナーの様子 

都道府県 会場 都道府県 会場

北海道 1月25日 (月) 函館地区トラック研修センター 愛知 3月1日 (月) 愛知県トラック会館

青森 1月19日 (火) 青森県トラック総合研修センター 三重 1月28日 (木) 三重県トラック会館

岩手 1月25日 (月) 岩手県トラック協会総合研修会館 滋賀 1月26日 (火) 滋賀県トラック総合会館

宮城 1月18日 (月) 卸町会館　中ホール 岡山 1月14日 (木) 岡山県トラック総合研修会館

秋田 1月19日 (火) 秋田県トラック協会研修センター 香川 2月16日 (火) 香川県トラック総合会館

茨城 2月26日 (金) 茨城県トラック会館 愛媛 2月5日 (金)
愛媛県トラック

総合サービスセンター

千葉 1月28日 (木) 千葉県トラック会館 佐賀 2月12日 (金) 佐賀県トラック協会

神奈川 2月24日 (水) 神奈川県トラック総合会館 長崎 1月26日 (火) 長崎県トラック協会研修会館

新潟 1月14日 (木) 新潟県トラック総合会館 熊本 1月15日 (金) 阿蘇熊本空港ホテルエミナース

石川 1月27日 (水) 石川県トラック会館 大分 2月2日 (火) 大分県トラック会館

岐阜 1月25日 (月) 岐阜県自動車会館 沖縄 1月22日 (金) 九州沖縄トラック研修会館

「高年齢労働者に配慮した陸運業のための労働災害防止対策セミナー」開催日程

開催日 開催日

右の都道府県につきましては、開催終了しております。

山形、福島、栃木、群馬、埼玉、東京、富山、福井、山梨、

長野、静岡、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島

根、広島、山口、徳島、高知、福岡、宮崎、鹿児島
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【厚生労働省からのお知らせ】 

｢トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサ
イト」に新コンテンツ追加 

～トラック運転者の長時間労働改善に向けた「発荷主」向けの周知用動画と、 

簡単に施策などが確認できるイラストコンテンツを掲載しました～ 
 
厚生労働省は、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に、2つのコ

ンテンツを追加しました。今回新たに加わったのは、「発荷主」企業向けの周知用動画「今

こそ始めてみませんか？トラック運転者のために、『発荷主』ができること。」（※）と、

トラック運転者の長時間労働改善につながる施策などをイラストから簡単に確認できる「始

めてみよう改善活動」です。 

  （※）「着荷主」企業向けの動画も、本ポータルサイトで来年2月に公開予定です！ 
  
トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあります。その背景には、

貨物運送における取引慣行など、トラック運送事業者の努力だけでは改善が困難であり、荷

主企業との協力が重要となる問題が存在しています。そこで、このポータルサイトでは、貨

物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取組、施策などを、

一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。 
  
厚生労働省では、ポータルサイトの運営などを通じて、今後もトラック運転者の長時間労

働の改善に向けた取組を行っていきます。 
 
■新コンテンツ 

  ⑴周知用動画 

｢今こそ始めてみませんか？トラック運転者のために、『発荷主』ができること。」 

対象：発荷主企業 

内容：発荷主企業とトラック運送事業者が、トラック運転者の長時間労働改善の 

ために「どのように協力しあい、具体的な取組を進め、双方がメリットを得な

がら、問題を解決していくのか」を、ドラマ形式（アニメーション）で再現し

ました。 

  ⑵イラストコンテンツ 

  ｢始めてみよう改善活動」 

対象：荷主企業、トラック運送事業者、一般の方 

内容：サプライチェーンのイラストをクリックするだけで、トラック運転者の長 

時間労働改善につながる施策候補などが簡単にわかります。 
 
■｢トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」 

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/ 

 
陸災防では、12月1日から1月31日まで「年末･年始労働災害防止強調運動」を実

施し、災防指導員の巡回指導をはじめとして様々な取組を実施中です。 

各企業・事業場におかれましては、労働安全衛生関係法令及び陸運労災防止規程

を遵守することはもとより、「職場の安全衛生自主点検表」を用いて安全衛生管理

体制を確認いただくとともに、経営者と従業員が一致協力して自主的な安全衛生活

動を継続的・効果的に展開いただきますようお願いいたします。  
「実施要綱」及び「職場の安全衛生自主点検表」↓ 

http://rikusai.or.jp/uploads/pdfs/2020_nen_kyouka_youkou.pdf 

 

「年末･年始労働災害防止強調運動」実施中です！ 
～ 12 月 1 日から 1 月 31 日 ～ 

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/
http://rikusai.or.jp/uploads/pdfs/2020_nen_kyouka_youkou.pdf
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  災害事例 
   と 
その対策 

１ はじめに 

 陸運業の労働災害の約7割を占める荷役作業

において、無人暴走による死亡災害は全体の

15.8％を占め、4番目に多い災害です。※ 

 しかしながら、無人暴走に対する労働災害防

止対策は、墜落・転落、荷崩れ、フォークリフ

ト等の対策と比較すると、現場での取組状況

は若干低調ではないでしょうか？ 

 法令では次のとおり規定されています。 

 今回は無人暴走による災害事例とその対策

について、再確認しましょう。 

２ 死亡災害発生事例① 

被災者：トラック運転手、69歳、経験年数9年

災害発生状況 

被災者は5ｔトラック（箱型冷凍冷蔵車）

の荷卸しのため、トラックを下車して後部

扉を開けた。荷卸し場所に緩やかな傾斜が

あったためトラックが動き出し、プラット

ホームとトラックの間に挟まれ死亡した。 

３ 死亡災害発生事例② 

被災者：トラック運転手、46歳、経験年数15年 

災害発生状況 

被災者は4ｔトラックを搬送先に移動し、

トラックを下車したところ、トラックが前

方へ動き出して壁とトラックの間に挟まれ

死亡した。 

４ 死亡災害発生事例③（トラックではなく積     

 荷の無人暴走による） 

被災者：トラック運転手、61歳、経験年数26年 

災害発生状況 

被災者は重機運搬用車両にてフォークリ

フトを輸送した。同僚とフォークリフトを降

ろす作業を開始したところ、フォークリフト

が動き出し、フォークリフトと運搬用車両の

間に挟まれ死亡した。 

５ まとめ 

荷役作業時の死亡災害における上位4項目

は、墜落・転落（21.1％）、荷崩れ（19.3％）、

フォークリフト使用時（17.5％）、無人（15.8

であり、無人暴走は4番目に多い災害となって

います。※ 

墜落・転落を含めた上位3項目は、多くの管

理・監督者や第一線の作業者が危険性を認識

していると存じますが、無人暴走については

十分な対策が講じられているでしょうか。無

人暴走は危険であるとの認識を第一線の作業

者まで徹底し、無人暴走による労働災害を撲

滅しましょう。 

対策については、逸走防止措置の4点セット

（①パーキングブレーキ、②エンジン停止、③

ギアロック、④輪止め）の啓発及び完全実施を

お願いします。 

ご安全に！ 

出典：パンフレット「陸運業における重大な労働災害を

防ぐためには」 

※ 平成25年に発生した陸運業の荷役作業時の死亡災害

（労働安全衛生総合研究所の調べによる分析結果） 

無人暴走による労働災害の防止に取り組もう！ 

労働安全衛生規則 151 条 11（運転位置か

ら離れる場合の措置） 

 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者

が運転位置から離れるときは、当該運転者に

次の措置を講じさせなければならない。 

 １ フォーク、ショベル等の荷役装置を

 最低降下位置に置くこと。 

 ２ 原動機を止め、かつ、停止の状態を

 保持するためのブレーキを確実にかけ

 る等の車両系荷役運搬機械等の逸走を

 防止する措置を講ずること。  

http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2018/06/jyuudai_pamf.pdf
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2018/06/jyuudai_pamf.pdf
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令和2年12月7日現在 

令和2年12月7日現在 

令和2年12月7日現在 

資料出所：厚生労働省 

 (注)上記 2表の右端の列の「その他」は、「墜落・転落」～「交通事故（その他）」以外をまとめたもの 

詳細は、陸災防ホームページ http://www.rikusai.or.jpに掲載  

業種別労働災害発生状況(令和2年速報) 

業種、事故の型別死亡災害発生状況 （令和2年1月～11月） 

業種、事故の型別死傷災害発生状況 （令和2年1月～11月） 

死亡者数 構成比 死亡者数 構成比 増減数 増減率 死傷者数 構成比 死傷者数 構成比 増減数 増減率

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

全 産 業 651 100.0 704 100.0 -53 -7.5 102,846 100.0 101,984 100.0 862 0.8

製 造 業 111 17.1 114 16.2 -3 -2.6 20,951 20.4 22,203 21.8 -1,252 -5.6

鉱 業 5 0.8 9 1.3 -4 -44.4 171 0.2 175 0.2 -4 -2.3

建 設 業 222 34.1 223 31.7 -1 -0.4 12,352 12.0 12,586 12.3 -234 -1.9

交通運輸業 8 1.2 9 1.3 -1 -11.1 2,174 2.1 2,524 2.5 -350 -13.9

陸上貨物運送事業 72 11.1 80 11.4 -8 -10.0 12,990 12.6 12,712 12.5 278 2.2

港湾荷役業 4 0.6 7 1.0 -3 -42.9 284 0.3 333 0.3 -49 -14.7

林 業 31 4.8 30 4.3 1 3.3 1,108 1.1 1,105 1.1 3 0.3

農業、畜産・水産業 26 4.0 27 3.8 -1 -3.7 2,576 2.5 2,389 2.3 187 7.8

第三次産業 172 26.4 205 29.1 -33 -16.1 50,240 48.8 47,957 47.0 2,283 4.8

令和2年1月～11月 令和元年1月～11月

[速報値]
対元年比較

[速報値]

死亡 死傷

[速報値] [速報値]
対元年比較

令和2年1月～11月 令和元年1月～11月

合計
墜落・転

落
転倒

飛来・落
下

崩壊・倒
壊

激突され
はさまれ・
巻き込ま

れ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

その他

全 産 業 651 164 16 40 45 49 103 123 4 107

製 造 業 111 19 6 10 8 7 32 3 0 26

建 設 業 222 80 5 14 25 13 24 31 1 29

交 通 運 輸 業 8 2 0 0 0 1 1 3 0 1

そ の 他 238 46 5 12 9 23 34 61 2 46

陸上貨物運送事業 72 17 0 4 3 5 12 25 1 5

同上対前年増減 -8 3 -1 -1 -2 0 5 -11 1 -2

合計
墜落・転

落
転倒 激突

飛来・落
下

崩壊・倒
壊

激突され
はさまれ・
巻き込ま

れ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

動作の反
動・無理な
動作

その他

陸上貨物運送事業 12,990 3,651 2,100 992 565 366 643 1,319 623 12 2,241 478

同上対前年増減 278 64 80 29 3 -29 -61 -94 -56 0 282 62

令和2年12月7日現在 

事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第4種 有限会社神山運輸 13名 平成22年4月13日～令和2年4月12日 埼玉県

第2種 ワイアールテック株式会社 8名 平成27年8月4日～令和2年8月3日 福島県

第1種 株式会社福島輸送福島支社 22名 平成28年12月1日～令和元年11月30日 福島県

この無災害記録には、第1種から第5種までの5種類があり、第1種は3年間、第2種は5年間、第3種は7年間、第4
陸災防では、常時29人以下の労働者を使用する事業場の無災害記録について、表彰を行っています。

種は10年間、第5種は15年間の無災害を称えるものです。

小企業無災害記録事業場〔令和2年12月〕
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【安全ＤＶＤビデオのご案内】 

陸災防DVDビデオのご案内 
～ 複数枚購入で割引 ～ 

  
【フォークリフト安全教育DVD①】 

「フォークリフトによる安全な荷役運搬作業」 

フォークリフトによる荷役運搬作業について、安全な運転方法

を映像とナレーションで示すことにより、より安全な操作を確

認できます。 

また、厚生労働省が示す「フォークリフト運転業務従事者安全衛生

教育」を実施するときの補助教材としての活用いただけます。 

            約23分 11,000円（税込） 
    

【フォークリフト安全教育DVD②】 

「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」 

「労働安全衛生規則第151条の25（点検）」により定められて

いるフォークリフトの作業開始前点検を実際の点検の様子を映

した映像とナレーションにより分かりやすく紹介しています。 

            約26分 11,000円（税込） 
  

  
【はい作業安全教育DVD】 

         「はい作業の安全」 

           ■ 災害発生の仕組み 

           ■ はい作業の基本 

           ■ 荷役運搬機械によるはい付け 

           はい崩しの安全作業 

           ■ 異常発見時の措置 

            約21分 11,000円（税込） 

 複数枚購入 

割引 

のご案内 

 

3枚以上の 

ご注文で

20%OFF!! 

 

 2枚の 

ご注文で

10%OFF! 

(19,800円) 

 

DVDの 

組み合わせ 

は自由です! 

年 月 日
申込者名
（請求先）
所在地 〒
及び ☎　

担当者名 FAX

FAX 03-3453-7561

品名 数量
　　□はい作業の安全

お支払い方法は、後払いとなります。ご注文をいただいた後、ご注文品と請求書を同梱して
発送いたします。

下記番号へFAXにてお申込みください。

陸災防 DVDビデオ申込書
申込年月日

【通信欄】
商品発送先等が異なる
場合の住所・電話番号等

　　□フォークリフトの作業開始前点検の進め方
　　□フォークリフトによる安全な荷役運搬作業
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陸災防広報誌をEメールでお届けします。 
ご登録は、陸災防ホームページからの登録またはファックスするだけです。 

FAX 
登録方法 

次の登録申込書に必要事項をご記入ください。 

申込書をこのままFAXしてください(FAX番号 03-3453-7561)。  STEP2  

STEP１ 

陸災防の広報誌 お届け先 登録申込書     FAX ０３－３４５３－７５６１ 

事業場名または 

個人名 
  

都道府県   陸災防 会員の別 □会員  □非会員 
(賛助会員含む) 

電話番号   ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

(注) 次のURLから「陸運と安全衛生」配信規約をご覧ください。https://fofa.jp/rikusai/a.p/101/ 
登録完了のメールをお送ります。もし、届かない場合は下記の「お問い合せ先」までご連絡ください。 
お申込みいただいたメールアドレス等の情報は、広報誌や陸災防からの情報をご提供する目的のみに利用させ

ていただきます。なお、会員の確認等のため、陸災防支部に登録情報を提供することがあります。 

広報誌のご案内

陸上貨物運送事業労働災害防止協会（陸災防）の広報誌 

｢陸運と安全衛生｣のご案内 

お届けする広報誌の内容 

陸災防の広報誌「陸運と安全衛生」を毎月10日にお届けします。 

 陸災防会員事業場の安全衛生活動内容の紹介、災害事例などを掲載しています。 

安全と健康に関する様々な情報（厚生労働省情報など）をお届けします。 

検定、研修会、講座の開催をご案内します。 

 
このサービスは、陸災防の広報誌「陸運と安全衛生」を E メールにて

お届けするものです。登録料、購読料などは不要です。 
ご登録いただいていない皆様、安全衛生情報源としてぜひご活用くだ

さい。 
また、ご登録済みの方は、同僚、取引先の皆様へ広報誌をご紹介くだ

さい。 

お問い合わせ先 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 本部 業務部 広報課 

TEL 03-3455-3857 FAX 03-3453-7561 


