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平成29年中の発生状況を踏まえ
熱中症予防の取組を実施します

１ 愛知県内の熱中症発生状況
（※詳細は、（別添１）愛知県内で発生した熱中症の発生状況 (平成29年)のとおり）

 １年間に発生した熱中症の件数は407件でした。

うち、死亡1件、休業4日以上42件でした。（一人親方含む）

 日中、時間帯にかかわらず発生しています。炎天下は要注意ですが、屋内作業場で

も発生しています。

 製造業、建設業のほか、運送業､商業、警備業でも多く発生しています。

 水分と塩分を摂取し、あるいは扇風機などを稼働させても発生しています。

 最高気温が連日30度を超える7月初旬に急増しています。

２ 発生状況を踏まえた必要な取組
 6月までに、WBGT計や通気性のよい作業着などの準備、教育を済ませること。

 管理者は作業開始前や作業中の巡視で労働者の健康状態を把握すること。

 雇入れ時と定期健康診断を確実に実施し、健康状態に配慮した作業指示をするこ

と。

 症状が見られたら速やかに医療機関に受診させ、重傷化を防ぐこと。

３ 愛知労働局作成「熱中症を防ごう！」パンフレットの作成と周知・啓発
愛知労働局では、愛知県内の平成２９年発生分（速報値）の災害状況を踏まえ、災害統

計及び分析した内容、取り組むべき事項等を掲載した愛知労働局独自のパンフレット（別

添2）を活用し、熱中症が発生する時期の４月から周知・啓発を実施します。

【 参 考 】 『STOP！熱中症 クールワークキャンペーン』が全国展開されます。

職場における熱中症予防対策の浸透を図るとともに重篤な災害を防ぐために、事業場における

WBGT値の把握や緊急時の連絡体制の整備等を特に重点的に実施し、改めて職場における熱中症

予防対策の徹底を図ることを目的として実施します。

期間：平成３０年５月１日～９月３０日（４月:準備期間、７月:重点取組期間）





（別添1）
愛知県内で発生した熱中症の発生状況 (平成29年)

平成30年3月29日

○ １年間に発生した熱中症の件数は407件でした。

○ 7月に最も多く発生しました。

平成29年1年間に労災保険の請求（治療費や休業補償）があった熱中症の件数は
407件です。また、この中には一人親方（労働者を雇用しない個人事業主のこと）も含
んでいます。

(注意：以下のデータにおいて、未把握の項目があるため、合計数は必ずしも407件にはなりません。)

【最高気温と熱中症の発生】
気象庁発表のデータによると、平成29年は7月に入り最高気温が30℃を超える高
温の日が続き、7月から8月にかけて30℃を下回ったのは6日間。(7/5・7/27・7/30・
8/7・8/15・8/16)のみでした。
また7月6日から26日までの21日間、及び8月17日から31日までの15日間は連日最
高気温が30℃を超えました。
特に最高気温が33℃を超えた日は、集中的に発生しました。
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月別発生状況熱中症の発生を月別にみると最高気温
が34.6℃を超えた7月2日から急増し、8月
に入り(盆休みの期間を除き)連日発生しま
した。
この間、7月12日(25件発生）、8月10日
(24件発生）など気象条件の厳しい特定の
日に集中的に発生しました。多発傾向は、
9月に至り急速に鎮静化しています。一
方、本格的な夏季をむかえる前、作業場
所の気温が20℃台でも発生しています。
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月日 件数 最高気
温

状況

7月3日 19件 34.7℃ 今シーズンはじめて本格的な高温気象を迎える

7月12日 25件 34.4℃ 前日までに30℃以上の日が6日続く

7月26日 19件 35.1℃ 前日までに30℃以上の日が20日続く

8月10日 24件 34.2℃ お盆前、木曜日で暑熱による疲労が蓄積しやすい条件

8月22日 13件 33.1℃ お盆明け作業再開後に多発

8月24日 17件 35.5℃ 最高気温は今シーズン中最高を記録、1週間の疲労が蓄積する木曜日
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○ 日中絶え間なく発生しています。

○ 製造業、建設業で多く発生しています。

多く発生した時間帯は、午前11
時台(51件)、午後2時台(54件)、
午後3時台(51件)でした。
比較的しのぎやすいと思われる
時間帯である午前10時前(44件)、
午後6時以降(31件)でも多く発生
しています。
作業開始直後の災害は前日の
疲労が残っているケース、夕方以
降の発生は日中の暑熱による疲
労の蓄積が影響したケースが考
えられます。
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業種別では、製造業(124件)と建設業(119件)の2業種で多発しています。さらに、
運送業(28件)、商業(25件)、警備業(24件)でも発生しているほか、幅広い業種で発
生してます。
このうち建設業では、土木工事よりも建築工事で多く発生し、警備業では、建設
作業に付随する、気象条件の影響を受けやすい交通誘導で発生しています。
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○ 屋内作業場でも発生しています。

○ 炎天下は要注意です。

○ 扇風機などへの過信は禁物です。

○ 水分と塩分の摂取だけでは防げません。
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有, 317
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飲料水と塩分の摂取状況

●飲料水と塩分を備え付けていたのは、約
94％あり、これらの必要性は理解されていま
した。
●しかし、飲料水や塩分を摂取していたにも
かかわらず被災した人は、約87％もあり、こ
れらの摂取だけで熱中症を防ぐことは出来
ないことを理解する必要があります。

●屋内作業場のうち、約70％において風通し
が悪い環境にありました。
室温を下げられない時は、通風をよくしましょ
う。
●「エアコン又は扇風機などの空調設備は、
約64％で稼働していました。
「屋内だから」とか、「エアコンや扇風機が稼
働していているから」といって過信してはい
けません。

●屋外作業場のうち、日の当たる場所での被
災は、大半の約82％でした。
炎天下を避ける・防ぐ対応が重要です。
●屋外作業場のうち、約44％において風通し
が悪い環境にありました。
屋外だからと言って、いつも通風があるわけ
ではありません。

●屋内と屋外の発生は、ほぼ半々でした。屋
内でも注意が必要です。

屋内風

有, 56
屋内風

無, 127

0% 50% 100%

屋内作業場の風有無

空調

無, 73
空調

有, 131

0% 50% 100%

屋内での空調設備の状況

82
％

44
％

70
％

64
％

94
％

87
％



○ 「暑さ指数」を計るなど、作業環境を知りましょう。

○ 通気性のいい作業着を準備しましょう。

○ 熱中症かなと思ったら速やかに受診しましょう。
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●温度などを把握していたのは、自社測定や、
気象庁など気象データの利用を合わせて約
59％しかありませんでした。
このうち、暑さ指数を把握していたのは、28件
（約7％）のみでした。
●温度などの把握をしていないケースでは、30
～35℃の温度環境下で発生した事例が最も
多くありました。
●注湯・高炉・染色・倉庫内作業など作業者の
近くに熱源がある場所や、直射日光の遮蔽が
困難な場所では温度が40℃を超え、なかには
50℃近くになっていた例もありました。
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温度の把握状況

●被災時の服装は、ほとんどが制服又は作業
着でした。また、作業内容によって、保護帽
（ヘルメット）、防じん・防毒マスク、保護眼鏡
（ゴーグル）、防護服、耐火服などの保護具を
いくつも着用する必要のある作業や職場があ
りました。
保護具の着用は、事故から身を守る必需品で
すが、身体の熱を発散しにくくすることもありま
す。通気性や冷却機能に配慮した服装を準
備してください。

●医療機関への受診方法は、救急車による搬
送が約半数(約52％)、上司や同僚による搬送
が約3分の1(約36％)、自ら受診した人は約
8％でした。
ほとんどの事例では、頭痛、目まい、吐き気、
手足のしびれ等の症状の発現後、速やかに
医療機関を受診し、当日中に症状軽減至って
います。
一方、「単独作業の現場等のためやむを得ず
家から家族を呼び寄せ受診した」「体調不良
をがまんして、終業後に受診した」など、重症
化が懸念される例も見られました。
実際に、少数事例ですが、持病が悪化して長
期療養に至った方もいます。
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※「暑さ指数」とは、「WBGT値」と
もいい、温度、湿度、日射･輻射
を取り入れた指標です。
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５

○ 管理者は作業開始前や作業中の巡視で労働者の健康状態を把握しましょう。

○ 管理者だけでなく各作業者が熱中症予防の知識を持つことが重要です。

●被災者の勤続期間では、入社後6月未満が約2割、(約22%)、3年未満が約5割(約
51%)です。
また、当日採用の者も含め、採用後1週間未満に発症した人は11人いました。
このほか、被災者全体のうち13人（約4％）が外国人労働者でした。
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●「熱中症かな？」と思ったら、すぐに救急隊を呼ぶ、あるいは医療機関へ連れて
行くべきことが周知されてきました。万が一、熱中症になっても、速やかな処置に
よりほとんどが軽傷で済んでおり、休業なしの人が半数以上（約53％）、約8割の
人が休業4日未満です。
管理者は、作業巡視により体調不良者の早期発見に努めましょう。
また、作業者同士がお互いの様子に注意しましょう。
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○ 前日の疲れを残さないよう、睡眠は十分にとりましょう。

○ 雇入れ時・定期健康診断を確実に実施し、有所見者については医師から就業に
関する意見を聴取し、必要な就業上の措置を講じてください。

●過去になんらか疾病により治療歴がある者
の割合は16％でした。
疾病の種類は、
「高血圧」(20人)、
「糖尿病又は高血糖」(11人)、
「腰痛」(5人)、
「脂質異常症」(5人)、
「ぜん息」(5人)

などでした。

疾病

無, 
310, 
84%

疾病

有, 59, 
16%

疾病歴

●被災者の発症前日の健康状態について、
何らかの問題があった人は13％でした。
問題の内容は、
「疲れが残っていた」(12人)、
「睡眠不足だった」(8人)、
「だるさが残っていた」(7人)、
「高熱があった」(4人)、
「頭痛がした」(4人)、
「軽い熱中症の症状があった」(3人)

などです。

●被災者の発症当日の健康状態について、
何らかの問題があった人は10％でした。
問題の内容は、
「だるさが残っていた」(7人)、
「夏バテぎみだった」(6人)、
「頭痛がした」(4人)、
「倦怠感があった」(3人)、
「睡眠不足だった」(2人)、
「食欲不振だった」(2人)

などです。
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○ 分析結果から浮かび上がった対応や課題等
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●熱中症が発生した際の対応について、ほとんどの事例では、救急車、あるいは上
司・同僚による搬送により、速やかに医療機関を受診させていた。これにより多くの
事例で重症化を防ぐことができている。

しかし、少数ではあるが、「家族を呼び搬送してもらった」「終業までがまんして勤務
し、帰宅後受診した」等、迅速な受診の観点から問題のある例、単独作業で上司・
同僚の援助が受けにくい例等も認められた。

●飲料水及び塩分の備付及び摂取はほとんどの事業場で実施されていた。

にもかかわらず熱中症が発生していることから、今後の防止ための適切な飲料水及
び塩分の摂取量、摂取の方法や事業主としての管理のあり方について検討が必要
である。

●最高気温が連日30℃を超えるようになる7月初旬以降、急速に熱中症が発生しや
すい気象条件となる。

このため、遅くとも6月までには、事業場としての熱中症対策の方策を樹立し、関係
労働者への教育を行う必要がある。

●日当たりが強く、無風環境下において多発していることから、直射日光の遮蔽、風
通しの確保を図る必要がある。

また、屋内では扇風機・エアコン稼働中においても多発していることから、WBGT値
等の活用等による作業環境の把握と、適切な作業環境の確保、そして作業の管理
を実施する必要がある。

●被災者の中には前日から当日の作業開始前にかけて、「疲労の蓄積」や「夏バテ」
などの体調不良であった方が散見されている。

作業当日、開始前に個々の労働者の体調確認をきちんと行う必要があるほか、健
康診断結果の基づく就業管理や、産業医等による保健指導など体調管理を行う必
要がある。

●雇用期間の短い労働者は、当該職場における夏季作業の経験がなく、あるいは少
なく、発症のリスクが高くなることを認識し、これら労働者について熱中症予防に必
要な知識の付与や、暑熱による負荷軽減のための配慮が必要である。また、日本の
暑熱気候に不慣れな外国人労働者にも配慮が必要である。




















