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第１問  難易度 ★☆☆☆☆ 

 

答え 【④ 昭和 25年】 

 

ワンポイント解説 

 

第二次世界大戦後になると、労働衛生の分野では伝染病や職業病の予防だけ

でなく、環境改善・健康増進などの新しい課題が浮かび上がってきました。こう

した課題へ対応するためには専門的な知識を持った人材が必要なことから昭和

22年には新たに衛生管理者制度が設けられました。 

このような状況の中、労働衛生を見直し、独自の取組みを進める必要があると

して、昭和 25年より全国安全週間から分離し独立した全国労働衛生週間（労働

省主唱）が開催されるようになりました。ちなみに第 1回のスローガンは 「労

使の労働衛生思想の昂揚を図り、以て労働衛生行政の目的を達成しようとする

ものである。」というもので、その実施期間

は 10月 1日から 10 月 7日ではなく、10月

10日から 10月 16日までの 1週間となって

いました。 

全国労働衛生週間も全国安全週間と同様

に第 1 回の実施以来、一度も中断すること

なく毎年続けられてきています。労働衛生

を取り巻く環境は時代によって変化してき

ていますが、全国労働衛生週間はこの間、

国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、

事業場における自主的労働衛生管理活動を

通じて労働者の健康確保に大きな役割を果

たしてきました。今後とも労働衛生に関す

る新たな課題にも対応することができるよ

う全国労働衛生週間を契機として衛生管理

活動をさらに継続させていく必要がありま

す。 
  第１回全国労働衛生週間ポスター 

毎年 10 月１日から 10 月７日は「全国労働衛生週間」です。毎年７月１

日から７月７日まで行われる「全国安全週間」は昭和３年から実施されて

いますが、「全国労働衛生週間」はいつから実施されるようになったでしょ

うか？ 

 

① 大正 15 年 ② 昭和５年 ③ 昭和 15 年 

④ 昭和 25 年 ⑤ 昭和 35 年 
 



第２問 難易度 ★★☆☆☆ 

 

答え 【④ 特定自主検査強調月間】 

 

ワンポイント解説  

事業場の皆様には、年間を通して様々な安全衛生活動に取り組んでいただき、

お礼を申し上げます。 

① 職場の健康診断実施強化月間（正しい） 

厚生労働省の取組です。労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、

その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置

の実施について、毎年９月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、

集中的・重点的に啓発を行っています 

② 全国作業環境測定・評価推進運動（正しい） 

主催者は（公社）日本作業環境測定協会です。作業環境測定及びその結果

の評価が適正に実施されることが、働く人の健康障害を防止し、快適な職場

の実現を図る基本であることから、その推進を図っています。準備期間は６

月１日から８月 31 日まで、実施期間は９月１日から 30 日となっています。 

③ 全国労働衛生週間準備期間（正しい） 

全国労働衛生週間の主唱者は、厚生労働省・中央労働災害防止協会です。

その実施要綱により、準備期間は９月１日から 30日まで、本週間は 10月１

日から７日までとされています。 

④ 特定自主検査強調月間（正しくない） 

主唱者は（公財）建設荷役車両安全技術協会です。フォークリフト・不整

地運搬車・車両系建設機械・高所作業車の特定自主検査の普及・促進を図っ

ています。これももちろん大変重要な行事ですが、実施期間は 11 月１日か

ら 30日までとなっています。 

 

関連リンク 

「職場の健康診断実施強化月間」について（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27561.html 
  

毎年 10月１日から７日まで実施される「全国労働衛生週間」ですが、例

年その前月（９月１日から 30日まで）に労働安全衛生関係で取り組まれる

行事で、正しくないものは次のうちどれでしょうか？ 

 

① 職場の健康診断実施強化月間 

② 全国作業環境測定・評価推進運動 

③ 全国労働衛生週間準備期間 

④ 特定自主検査強調月間 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27561.html


第３問  難易度 ★★★☆☆ 

 

 

答え 【①から④の全て】 

 

ワンポイント解説 

治療と仕事の両立支援は、政府が示す働き方改革の１つに掲げられ、千葉労

働局の第 13次労働災害防止計画でも目標とされています。このため、「千葉県

地域両立支援推進チーム」を結成し、両立支援の取組の推進を図っています。

また、厚生労働省の所管法人である労働者健康安全機構「千葉産業保健総合支

援センター」では、疾病を抱える労働者とその事業場に対し、治療と仕事の両

立支援に取り組むための様々なサポートを提供しています。 

 

関連リンク 

治療と仕事の両立支援〔千葉産業保健総合支援センター〕 

https://www.chibas.johas.go.jp/support 

治療と仕事の両立について〔厚生労働省〕 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html 

千葉県地域両立支援推進チーム 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/the-promotion-of-

health-and-employment-support.html 

日本人の２人に１人が生涯のうちにがんになると言われています。健康

だった労働者ががん・脳卒中・心疾患・糖尿病・肝炎・難病など、継続的

に治療を必要とする疾病にかかると、治療に専念することになる場合もあ

れば、治療しながら働き続けることができる場合もあります。仕事を続け

る場合、疾病を抱える労働者の申出に基づき、仕事によって疾病を悪化さ

せることがないよう事業場が適切な就業上の措置を行い、治療に対する配

慮を行うことが適切であり、このような取組を「治療と仕事の両立支援」

といいます。では、治療と仕事の両立支援に取り組むことのメリットとし

て期待されるのはどういったことでしょうか？ 

以下の中から期待されるものすべてを選んでください。 

 

① 病気には誰しもかかる可能性があることから、病気にかかった当人

以外の労働者も安心感を得られる。結果として職場全体のモチベーシ

ョンが上がり、生産性の向上につながる。 

② 当人は働き続けることで生きがいを保つことができ、経済的にも安

心して治療を継続することができる。 

③ 体調が十分でないことが遠因となるような労災事故等を防ぐことが

できる。 

④ 大切な人材を失わずに済む。 

https://www.chibas.johas.go.jp/support
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/the-promotion-of-health-and-employment-support.html
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/the-promotion-of-health-and-employment-support.html
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/the-promotion-of-health-and-employment-support.html


第４問 難易度 ★★★☆☆ 

 

 

答え 【Ａ：１、Ｂ：６、Ｃ：３】 

 

ワンポイント解説 

 短時間労働者に対しても労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施する

必要があり、定期健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、上

記①及び②のいずれの要件をも満たす者となります。 

 なお、１週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常

の労働者の１週間の所定労働時間数の４分の３未満である短時間労働者であ

っても上記の①の要件に該当し、１週間の労働時間数が、当該事業場において

同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所定労働時間数のおおむね２

分の１以上である者に対しても定期健康診断を実施することが望ましいこと

とされています。 

 

関連リンク 

厚生労働省ホームページ 

平成２６年７月２４日付け基発 0724 第 2 号、職発 0724 第 5 号、能発 0724 第

1 号、雇児発 0724 第 1 号（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の

一部を改正する法律の施行について） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/09_tsutatsu.pdf 
  

事業者は、安全衛生法第 66 条第 1項（労働安全衛生規則第 44 条、第 45

条）に基づき、常時使用する労働者に対し、１年以内ごとに１回（深夜業

等特定業務に従事する労働者にあっては６月以内ごとに１回）、定期的に、

健康診断（定期健康診断）を行うことが義務付けられており、パートタイ

マーなどの短時間労働者も以下の①及び②のいずれの要件を満たす場合

は、対象となります。空欄のＡ、Ｂ、C に入る数字はそれぞれいくつでし

ょうか？ 

 

① 期間の定めのない労働契約により使用される者（期間の定めのある労

働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が Ａ 年(深夜

業等特定業務に従事する者にあっては Ｂ 月。以下同じ)以上である者並

びに契約更新により Ａ 年以上使用されることが予定されている者及び 

Ａ 年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。 

② その者の１週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事

する通常の労働者の１週間の所定労働時間数の４分の Ｃ 以上であるこ

と。 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/09_tsutatsu.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/09_tsutatsu.pdf


第５問  難易度 ★☆☆☆☆ 

答え 【③】 

ワンポイント解説  

③については、ガイドラインではスポーツジムに通うことまでは定めておら

ず、「各事業所の目的に応じて実施されているラジオ体操や転倒予防体操等の

職場体操には積極的に参加すること。また、通勤時間や休憩時間にも、簡単な

運動を小まめに実施したり、自ら効果的と考える運動等を積極的に取り入れる

こと」が定められています。 

③以外は設問のとおりですが、これらのほかにも 

・事業者が体力チェック等を行う場合には、これに参加し、自身の体力の水準

について確認し、気付きを得ること。 

・青年、壮年期から健康に関する情報に関心を持ち、健康や医療に関する情報

を入手、理解、評価、活用できる能力（ヘルスリテラシー）の向上に努めるこ

と。 

が定められています。 

関連リンク 

厚生労働省ホームページ 

高年齢労働者の安全衛生対策について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouk

ijun/anzen/newpage_00007.html 

労働力人口の高齢化に伴い、高年齢労働者の雇用者数は増加しています

が、高齢者の健康を確保して高年齢労働者が元気に働くことができるよう

「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）が公表されていますが、その中で労働者に求められる

事項とされているもののうち、誤っているのはどれでしょうか？ 次の中

から誤っているものすべてを選んでください。 

① 高年齢労働者が自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や

体力の維持管理に努めること。なお、高齢になってから始めるのではな

く、青年、壮年期から取り組むことが重要であること。 

② 事業者が行う労働安全衛生法で定める定期健康診断を必ず受けるとと

もに、短時間勤務等で当該健康診断の対象とならない場合には、地域保

健や保険者が行う特定健康診査等を受けるよう努めること。 

③ スポーツジムに通い、足腰を中心とした柔軟性や筋力を高めるための

ストレッチやスクワット運動を行い、基礎的な体力の強化に取り組むこ

と。 

④ 各事業所の目的に応じて実施されているラジオ体操や転倒予防体操等

の職場体操には積極的に参加すること。また、通勤時間や休憩時間にも、

簡単な運動を小まめに実施したり、自ら効果的と考える運動等を積極的

に取り入れること。 

⑤ 適正体重を維持する、栄養バランスの良い食事をとる等、食習慣や食

行動の改善に取り組むこと。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html


第６問  難易度 ★★☆☆☆ 

 

 

答え 【①と④】 

 

ワンポイント解説  

①事業者は方針を明確化し、労働者に周

知・啓発することが必要です。 

②③設問のとおり 

④事実関係については、迅速かつ正確

に確認することが必要です。 

 

 

 

 

関連リンク 

厚生労働省ホームページ 

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し

て雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号）

【令和２年６月１日適用】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf 
 

 

  

職場におけるメンタルヘルス対策のための方策のひとつに「職場におけ

るパワーハラスメントの防止」がありますが、職場のパワーハラスメント

を防止するために事業者が行わなければならない事項のうち、誤っている

ものは以下のどれでしょうか？ すべてを選んでください。 

 

① 職場におけるパワーハラスメントの内容・パワーハラスメントを行

ってはならない旨の方針を明確化し、すべての役職者に周知・啓発す

ること。 

② 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知するとともに、相談窓口

担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること。 

③ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講

じ、その旨を労働者に周知すること。 

④ 事実関係を慎重に時間をかけて極力正確に確認し、行為者に対する

措置を適正に行うとともに、再発防止に向けた措置を講じること。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf


第７問  難易度 ★★★★☆ 

 

答え Ａ【② ８ 】 Ｂ【③ １２３】 

ワンポイント解説  

現在の化学物質規制は国によるリスク評価で有害性の高い物質に対して、法

令で具体的な措置義務を規定しています。しかしながら、化学物質による休業

４日以上の労働災害の約８割は具体的な措置義務のかかる 123 物質以外の物

質により発生しています。このような個別具体的規制を中心とする規制では、

123物質の措置義務を忌避して危険性・有害性の確認・評価を十分せずに規制

対象外の物質に変更し、対策不十分により労働災害が発生してきたため、労働

安全衛生規則等が改正されました。 

今回の改正のポイントのひとつは現在の「個別具体的な規制」から「自律的

な管理を基軸とする規制」への移行です。具体的には、危険性・有害性が確認

された全ての化学物質に対して、国が定める管理基準（濃度基準値）の達成を

求めるが、達成のための手段は限定しない方式に大きく転換するものです。 

また、令和３年７月に公表された「職場における化学物質等の管理のあり方

に関する検討会報告書」では、この自律的管理の促進し、５年程度を目途とし

て中小企業を含め定着させることを目指し、特定化学物質障害予防規則、有機

溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則、四アルキル鉛中毒

予防規則（以下「特化則等」という。）は、自律的な管理の中に残すべき規定

を除き、５年後に廃止することを想定し、その時点で十分に自律的な管理が定

着していないと判断される場合は、特化則等の規制の廃止を見送り、さらにそ

の５年後に改めて評価を行うことが適当であるとされました。 

 

関連リンク 

厚生労働省ホームページ 

 労働安全衛生法の新たな化学物質規制 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000945546.pdf 
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書（令和３年７月 19日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000945999.pdf 

我が国における化学物質規制に関し、以下の空欄に入るものは以下の選

択肢のうちどれでしょうか？ 

「国際的に危険性・有害性があるとされる化学物質は数万物質に及んで

いますが、現在、労働安全衛生法で製造・使用等が禁止されている物質の

数は Ａ 物質であり、そのほか、個別具体的な措置義務を課している物質

の数は Ｂ 物質である。」 

 

Ａの選択肢 

① ２ ② ８ ③ １８ ④ ８８ ⑤ ２８８ 

Ｂの選択肢 

① １２ ② ２３ ③ １２３ ④ ７８９ ⑤ ６７８９ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000945546.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000945999.pdf


第８問  難易度 ★★★★★ 

 

 

答え 【①から⑤のすべて】 

 

ワンポイント解説 

有機溶剤であるアルコール類はもちろん検査に影響

を与えますが、それ以外にも清涼飲料水や栄養ドリンク

に含まれている安息香酸により、代謝物の量が増加し、

有機溶剤のばく露量を正確に推定する妨げとなること

があります。安息香酸は天然にも広く存在しており、い

ちごなどベリー類やすももなどの果物にも含有してい

ます。 

また、採尿時期によっては、ばく露が過少評価される

場合があります。有機溶剤の多くは半減期（体内に取り

込まれた化学物質等が排泄作用等により体内から失わ

れ、半分に減るまでに要する時間）が数時間から 10時

間以内であるため、就業前や休日に採尿するとばく

露量を正確に推定することはできません。採尿は必

ず終業時に行ってください。 

 

 

 

 

関連リンク 

茨城産業保健総合支援センターホームページ 

情報・資料（健康管理/茨城県医師会会報/健康診断について（５）） 

https://ibarakis.johas.go.jp/archives/2545 
 

  

労働安全衛生法に基づく有機溶剤等健康診断において、キシレンなどを

取り扱っている労働者は、代謝物の検査（有機溶剤のばく露量を推定する

ため、体内に取り込まれた有機溶剤の代謝過程で生産される尿中の代謝物

の濃度を測定する検査）を受ける必要がありますが、代謝物の検査に影響

があるため、採尿の前日から摂取を控える必要がある飲物（食べ物）を次

の選択肢の中からすべて選んでください。 

 

選択肢 

①アルコール類   ②清涼飲料水    ③栄養ドリンク 

  ④いちご      ⑤すもも 

 

https://ibarakis.johas.go.jp/archives/2545


第９問  難易度 ★★☆☆☆ 

 

 

答え Ａ【 ① 令和４年４月１日 】 Ｂ【 ③ 令和５年 10 月１日 】 

 

ワンポイント解説  

  石綿関連工事については、事前調査を適切に行わ

ずに解体等の作業を行った事例、必要な石綿ばく露

防止のための措置を講じずに作業を行った事例等

が認められました。このため、事業者に対して、事

前調査及び必要な石綿ばく露防止のための措置の

適切な実施を促すこと等を目的として、一戸建て住

宅も含めた建築物の解体工事の大部分及びこれと

同規模の改修工事並びに水回り工事等の石綿等の飛散のリス

クが高い改修工事が対象となるよう、次の工事について、石綿

使用の有無に関わらず、事前調査結果等の報告が義務付けら

れました。 

① 解体部分の延べ床面積が 80㎡以上の建築物の解体工事 

② 請負金額が税込 100万円以上の建築物の改修工事 

③ 請負金額が税込 100 万円以上の特定の工作物の解体ま

たは改修工事 

④ 総トン数が 20 トン以上の船舶(鋼製のものに限る）の

解体又は改修工事 

  また、事前調査が不十分なまま工事が行われる事例が認め

られたことから、事前調査を行う者の要件が定められました。 

  

関連リンク 

石綿総合情報ポータルサイト 
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ 

 

 Ａ から、一定の規模や請負金額以上となる建築物、工作物又は鋼製の

船舶の解体又は改修工事を行おうとするとき、石綿の事前調査結果の報告

が義務化されました。 

そして、工事に先立ち行う事前調査については、 Ｂ から、一般建築物

石綿含有建材調査者等の要件を満たす者が実施する必要があります。 

 

Ａの選択肢 

① 令和４年４月１日 ② 令和５年４月１日 ③ 令和５年 10月１日 

 

Ｂの選択肢 

① 令和４年４月１日 ② 令和５年４月１日 ③ 令和５年 10月１日 

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/


第 10問  難易度 ★★★★★ 

 

 

答え 【男女計 ③ ８位（喫煙率 20.2％）、 男性 ④ 15位（喫煙率 30.5％）、 

女性 ② ４位（喫煙率 10.4％）】 

 

ワンポイント解説  

千葉県の喫煙率は男女とも全国平均より高くなっており、特に女性は北海道、

青森県、福島県に次ぐ４位となっていることなどから、受動喫煙防止対策への

取組もたいへん重要となっています。 

職場における受動喫煙防止については、労

働安全衛生法及び健康増進法により望まない

受動喫煙を防止するための措置義務を課して

います。労働安全衛生法では職場における労

働者の安全と健康の保護を目的として、事業

者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を

防止するための措置について努力義務を課す

ものです。事業者には、各事業場における現

状把握と、それを踏まえ決定する実情に応じ

た適切な受動喫煙防止対策の実施、受動喫煙

の健康への影響に関する理解を図るための教

育啓発の実施、支援制度（専門家による技術

的な相談支援、喫煙室の設置等に係る費用の

助成）の活用などが求められています。 

 

関連リンク 

職場における受動喫煙防止対策について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouk

ijun/anzen/kitsuen/index.html 

全国労働衛生週間の実施要綱では事業場における実施事項として、「職場

における受動喫煙防止のためのガイドラインに基づく受動喫煙防止対策」

が掲げられています。近年、喫煙率は減少傾向にありますが、厚生労働省

が実施している「国民生活基礎調査(2019 年)」によれば、全国の成人の喫

煙率は男女計で 18.3％（男性 28.8％、女性 8.8％）となっています。それ

では、千葉県の喫煙率は全国の都道府県のうち上位から何番目の順位でし

ょうか？ 

 男女計及び男女別の順位をそれぞれ以下の選択肢から選んでください。 

男女計（   ） 、 男（   ） 、 女（   ）  

 

選択肢 

① １位 ② ４位 ③ ８位 ④ 15 位 ⑤ 24 位 ⑥ 38 位 ⑦ 47 位 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

