
 
 
 
 
 
                  平成２１年６月５日 

                             愛知労働局労働基準部 

安全課 

 

死亡災害が急増しています！ 

     --- なんと！ ５月だけで８人  --- 

 愛知県内における労働災害による死亡者数が５月になって急増し、６月５日現在、今

年の死亡者数は２０人となっています。今後の景気回復後が期待される中、このような

死亡災害の急増は大きな問題です。 
 今月は全国安全週間（７月１日～７月７日）の準備期間にあたります。 
 愛知労働局（局長；中沖 剛）では、死亡災害の急増に歯止めをかけるため、関係事

業場が労働災害防止の取組を強化されるよう、安全週間準備期間中に実施する事項と併

せ、下記の事項について積極的な展開がなされるよう、呼びかけています。（発生状況等

は別添１参照） 
 なお、管下各労働基準監督署では、全国安全週間を迎えるにあたり、実施事項等の説

明会を予定しています。開催日時、会場などは、別添２のとおりです。 
 
                   記 
１ 交通労働災害防止活動の推進 
  ・管理体制の確立、適正な労働時間等の管理、走行管理、教育の実施、意識啓発の 
   取組 
２ 墜落・転落災害の防止のための措置の徹底 
  ・適正な足場・手すりの設置、適正な通路の設置、リスクアセスメントの実施 
３ 挟まれ・巻き込まれ災害防止のための措置の徹底 
  ・安全カバー等の防護措置、異常処置作業時の動力停止、リスクアセスメントの実

施 
４ 飛来・落下災害防止のための措置の徹底 
  ・適切な作業方法の設定、適切な用具の選定使用、リスクアセスメントの実施 
 
 

緊急発表！ 



別添１ 
 
 平成２１年 愛知県内における労働災害による死亡災害発生状況 
    事故の形態別 

月別 発生件数 

交通労働

災害 

墜落・転

落 

飛来・落

下 

挟まれ・

巻き込ま

れ 

その他 

１月 3 2 1       

２月 4 1 1   1 1 

３月 2     2     

４月 3 2     1   

５月 8 2 1 2 1 2 

計 20 7 3 4 3 3 

 
 
             月別死亡者数(人) 

 
 
平成２０年の死亡災害における問題点 
① トラック等自動車運転者の安全運転意識の問題、荷造・積載等の作業方

法の問題 
② 工事用足場等の手すり設置時・使用時の問題 
③ 設備異常状態の処置等作業時の安全措置、作業方法の問題 

 



別添２

開催時間 会　　　　　 場　　　　 　名
（受付開始時刻） 会　　場　　所　　在　　地
14：00～16：30 ウィルあいち　３階「大会議室」

（受付開始　13：30） 　　名古屋市東区上堅杉町１番地
13：30～16：00 グリーンパレス春日井　１階「第１会議室」

（受付開始　13：00） 　　春日井市東野町字落合池1-2
13：30～16：30 メルパルクNAGOYA

（受付開始　13：00） 　　名古屋市東区葵3-16-16
13：30～16：00 小牧勤労センター　「多目的ホール」

（受付開始　13：00） 　　小牧市字上末2233－2
13：30～16：00 名古屋港湾会館

（受付開始　13：00） 　　名古屋市港区入船２－１－１７
14：00～16：30 名古屋市工業研究所

（受付開始　13：30） 　　名古屋市熱田区六番３－４－４
14：00～16：30 名古屋港湾会館

（受付開始　13：30） 　　名古屋市港区入船２－１－１７
13：30～16：00 名古屋市工業研究所

（受付開始　13：00） 　　名古屋市熱田区六番３－４－４
15：00～17：00 メルパルク名古屋　３階　カトレアの間

（受付開始　14：30） 　　名古屋市東区葵３－１６－１６
14：00～16：00 東郷町商工会館

（受付開始　13：30） 　　愛知郡東郷町大字春木字申下１３３７－１
14：00～16：00 名古屋市工業研究所

（受付開始　13：30） 　　名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号
13：30～16：00 名古屋市中村文化小劇場

（受付開始　13：00） 　　名古屋市中村区中村町茶ノ木25
13：30～15：30 蒲郡市民会館（大会議室）

（受付開始　13：00） 　　蒲郡市栄町1185
13：30～15：30 ライフポートとよはし（中ホール）

（受付開始　13：00） 　　豊橋市神野ふ頭町3-22
13：30～15：30 豊川市勤労福祉会館（大ホール）

（受付開始　13：00） 　　豊川市新道町1-1-3
13：30～16：00 愛知県岡崎勤労福祉会館

（受付開始　13：00） 　　岡崎市上地 3－12－1
13：30～16：00 幸田町民会館　あじさいホール

（受付開始　13：00） 　　額田郡幸田町大字大草字丸山60番地
13：30～16：00 一宮地場産業ファッションデザインセンター

（受付開始　13：00） 　　一宮市大和町馬引字南正亀４－１
13：30～16：00 一宮地場産業ファッションデザインセンター

（受付開始　13：00） 　　一宮市大和町馬引字南正亀４－１
13：30～16：00 稲沢市民会館

（受付開始　13：00） 　　稲沢市正明寺３－１１４
13：30～16：00 知多市市民体育館

（受付開始　13：00） 　　知多市緑町５
13：30～16：00 住吉福祉文化会館

（受付開始　13：00） 　　半田市宮路町５３
13：30～16：00 大府市勤労文化会館

（受付開始　13：00） 　　大府市明成町１－３３０
13：30～16：00 住吉福祉文化会館

（受付開始　13：00） 　　半田市宮路町５３
13：30～16：00 津島市文化会館　小ホール

（受付開始　13：00） 　　津島市藤浪町3丁目８９－１0
14：00～16：15 スカイワードあさひ

（受付開始　13：15） 　　尾張旭市城山町長池下4517-1
14：00～16：00 瀬戸建設業会館

（受付開始　13：00） 　　瀬戸市今池町53
10：00～12：00 尾張旭市商工会館

（受付開始　　9：30） 　　尾張旭市東大道町原田2570-3
13：30～15：30 碧南商工会議所（碧南会場）

（受付開始　12：45） 　　碧南市源氏神明町９０
13：30～15：30 安城市文化センター（安城会場）

（受付開始　12：45） 　　安城市桜町１７－１１
13：30～15：30 愛知県産業技術研究所（刈谷会場）

（受付開始　12：45） 　　刈谷市一ッ木町西新割
14：00～16：00 西尾幡豆ふれあい広場　ホワイトウェイブ２１

（受付開始　13：30） 　　幡豆郡吉良町岡山大岩山７０
14：00～16：00 西尾市文化会館

（受付開始　13：30） 　　西尾市山下町泡原３０
14：00～16：00 西尾市文化会館

（受付開始　13：30） 　　西尾市山下町泡原３０
13：45～16：00 江南市民文化会館　　小ホール

（受付開始　13：15） 　　江南市北野町川石２５－１
13：30～詳細未定 建設業労働災害防止協会愛知県支部豊田分会
（受付開始　13：00） 　　豊田市八幡町3-21-1

13：30～15：35 豊田市市民文化会館小ホール
（受付開始　13：00） 　　豊田市小坂町12-100

14：00～16：05 高岡コミュニティーセンター
（受付開始　13：30） 　　豊田市高岡町長根51

13：30～15：45 トヨタ労連つどいの丘
（受付開始　13：00） 　　豊田市西中山町清水口133

平成2１年度 全国安全週間説明会　開催予定表

6月5日 金曜日 一　般 
岡
崎

6月4日 木曜日 一　般 

6月16日 火曜日 建　設

豊
橋

6月5日 金曜日

豊
田

6月2日 火曜日 建　設

6月4日 木曜日 一　般

6月5日 金曜日 一　般

西
尾
支
署

6月2日 火曜日 建　設

6月10日 水曜日 一　般

江
南

6月3日 水曜日 一般 ・ 建設

6月1日 月曜日 一　般

6月2日 火曜日 一　般

6月3日 水曜日 一　般

津
島

6月5日 金曜日 一般 ・ 建設

6月4日 木曜日 一　般

6月3日 水曜日 一　般

6月5日 金曜日 一　般

刈
谷

半
田

6月4日 木曜日 一　般 

6月9日 火曜日 一　般

6月17日 水曜日 建　設

6月5日 金曜日 一　般 

一
宮

5月28日 木曜日 建　設

6月2日 火曜日 一　般

6月4日 木曜日 一　般

一般 ・ 建設

6月8日 月曜日 一般 ・ 建設

6月9日 火曜日 一般 ・ 建設

6月3日 水曜日 一　般 

6月4日 木曜日 一　般 

名
西

6月9日 火曜日 一　般

一　般 

名
南

6月2日 火曜日 港　湾

6月5日 金曜日 一　般 

6月9日 火曜日 建　設

署名 開催月日 曜日 対象区分

名
北

6月2日 火曜日 一　般 

6月10日 水曜日 建　設

6月12日 金曜日

6月9日 火曜日 建　設

7月1日水曜日(未定） 建　設

瀬
戸

6月3日 水曜日 一　般 

名
東

6月2日 火曜日 建　設
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