５

第13次労働災害防止推進計画について

化学物質等による健康障害防止対策の推進
ア

化学物質による健康障害防止対策
国際動向等を踏まえた化学物質による健康障害防止対策
リスクアセスメントの結果を踏まえた作業等の改善
イ 石綿による健康障害防止対策
解体等作業における石綿ばく露防止
石綿の取扱履歴等の記録の保存
ウ 受動喫煙防止対策
・禁煙、空間分煙等の受動喫煙防止対策の普及・促進を図る。
エ 電離放射線による健康障害防止対策
オ 粉じん障害防止対策
・第9次粉じん障害防止総合対策に基づく健康障害防止対策の徹底を図る。
６

岐阜労働局
近年の労働災害発生状況をみると、死亡者数は平成27年を除いて20人を下回るまで減少しているものの、
休業４日以上の死傷者数は、2,000人前後と高止まりの状態となっており、かつてのような減少が望めない状
況となっています。また、過労死やメンタルヘルス不調者の増加がクローズアップされる状況も招いています。
こうした状況をふまえ、岐阜労働局においては岐阜県における労働災害防止対策を推進するための「第13
次労働災害防止推進計画」
（以下、
「13次防」という）を策定しました。

企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
ア
イ
ウ
エ

企業のマネジメントへの安全衛生の取込
労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
企業単位での安全衛生管理体制の推進
企業における健康確保措置の推進
・法定健診やその結果を踏まえた事後措置の徹底を図る。
オ 業界団体内の体制整備の促進
・労働災害が減少しない業界や取組が低調な業界団体に対して要請等を行う。
・第三次産業の業種の業界団体に対し、安全衛生委員会等の設置を働きかける。
カ 元方事業者等による健康確保対策の推進
キ 所管官公署との連携の強化
ク 中小規模事業場への支援
・中小規模事業場における安全衛生管理体制の整備を図る。
・ ４Ｓ
（整理・整頓・清掃・清潔）、「危険の見える化」、リスクアセスメントなどの安全衛生活動を活性化させ
るため、安全･衛生管理士による職場改善指導等の労働災害防止団体を通じた支援の充実を図る。
７

2018年度〜 2022年度（2018年4月1日〜 2023年3月31日）

計画のねらい

岐阜労働局、管下労働基準監督署、事業者、労働者等の関係者が一体となって、以下の目標を計
画期間中に達成することを目指すこととしています。
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岐阜県における死亡災害･死傷者数の推移
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災害防止に関する目標

・関係機関、各災防団体等との連携により、安全衛生大会、セミナー等を開催し、安全・健康意識の高揚を図る。
・労働災害の発生状況、各種労働災害防止対策等について、積極的に広報を行うとともに、岐阜労働局ホームペー
ジにより最新の情報を発信する。

お問い合わせは、岐阜労働局健康安全課･各労働基準監督署までお気軽にお尋ね下さい
称
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休業4日以上の死傷者数
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第11次防期間

国民全体の安全・健康意識の高揚等

名

死亡者数

（人）

安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
・労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの能力・質の向上を図るため、一般社団法人日本労働安
全衛生コンサルタント会と必要な連携を図る。
・第三次産業の業種の業界団体に対し、安全衛生委員会等の設置を働きかける。

８

計画の期間

所

在

地

電

話

岐阜労働局 労働基準部 健康安全課

500-8723

岐阜市金竜町 5-13 岐阜合同庁舎 3 階

058-245-8103

岐阜労働基準監督署

500-8157

岐阜市五坪 1-9-1

058-247-2369

大垣労働基準監督署

503-0893

大垣市藤江町 1-1-1

0584-78-5184

高山労働基準監督署

506-0009

高山市花岡町 3-6-6

0577-32-1180

多治見労働基準監督署

507-0037

多治見市音羽町 5-39-1

0572-22-6381

関労働基準監督署

501-3803

関市西本郷通 3-1-15

0575-22-3251

恵那労働基準監督署

509-7203

恵那市長島町正家 1-3-12

0573-26-2175

岐阜八幡労働基準監督署

501-4235

郡上市八幡町有坂 1209-2

0575-65-2101

各種安全衛生活動の詳細や、災害事例等その他災害･健康障害防止に関する資料は、
厚生労働省HP（http://www.mhlw.go.jp）
岐阜労働局HP（https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/）
をご覧下さい。

○死亡災害の目標
１年間の死亡者数を、2017年と比較して、2022年までに15％以上減少させる。
・2017年19人→16人以下
主な産業における死亡災害発生状況の推移
13次防期間中の累計人数を、12次防期間中の累計人数と比較して、
15％以上減少させる。
・12次防92人→78人以下
10
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製造業
○休業４日以上の死傷災害の目標
2017年と比較して、2022年までに5％以上減少させる。
・2017年2,012人→1,900人以下
○業種別の目標
建設業･製造業･林業における死亡者数について、13次防期間中の累計
人数を、12次防期間中の累計人数と比較して、15％以上減少させる。
・建設業：12次防28人→ 23人以下
・製造業：12次防29人→ 24人以下
・林 業：12次防6人→ 5人以下
陸上貨物運送事業･小売業、社会福祉施設における死傷災害について、
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。
・陸上貨物運送事業：2017年7.70→7.31以下（全国2016年8.17）
・小売業：2017年2.11→2.00以下（全国2016年2.17）
・社会福祉施設：2017年2.14→2.03以下（全国2016年2.11）
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２

労働衛生に関する目標

過労死等の防止等、労働者の健康確保対策等の推進
ア

○メンタルヘルス対策目標

相談窓口

労働者の健康確保対策の強化
企業における健康確保措置の推進
・法定の健康診断やその結果を踏まえた事後措置の徹底を図る。
産業医・産業保健機能の強化
・医師による面接指導や産業医・産業保健スタッフによる健康相談等の確実な実施を図る。
過重労働による健康障害防止対策の推進
・時間外労働の上限規制の遵守により過重労働の防止を図る。
職場におけるメンタルヘルス対策等の推進
メンタルヘルス不調の予防
・ストレスチェック等メンタルヘルス不調を未然に防止するための取組の推進を図る。
・ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善の取組の推進を図る。
・小規模事業場においては、岐阜産業保健総合支援センター等の活用を図る。
パワーハラスメント対策の推進
雇用形態の違いにかかわらない安全衛生の推進
副業・兼業、テレワークへの対応

メンタルヘルス対策を推進する事業場の割合を100％とする（岐阜県健康増
進計画の目標）。
・2017年76.3％→100％

イ

メンタルヘルスに関する相談窓口等を設けている事業場の割合を90％以上と
する（規模50人以上）。

ウ

・2017年80.5％→90％以上
ストレスチェックを実施する事業場の割合を90％以上とする（規模50人以上）
（岐阜県健康増進計画の目標）。
・2016年79.3％→90％以上

エ
オ

○受動喫煙対策目標
受動喫煙対策に取り組む事業場の割合を100％とする（岐阜県健康増進計画の目標）。
・2017年91.6％→100％

３

就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
ア

災害の増加傾向にある、又は減少がみられない業種等への対応
第三次産業対策
・多店舗展開企業及び複数の社会福祉施設を展開する法人に対して、本社・本部における取組の促進を図る
とともに、全店舗・施設における安全衛生水準の向上を目指す。
・第三次産業の業種の業界団体に対し、安全衛生委員会等の設置を働きかける。
陸上貨物運送事業対策
・荷主等も含め「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」の遵守の徹底
を図る。
転倒災害の防止
・４Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔)、
「危険の見える化」、作業に適した防滑靴の着用等の促進を図る。
・加齢による転倒災害の発生リスクを予防するための体操の周知・普及を図る。
腰痛の予防
・介護労働者の身体的負担軽減を図る介護機器の導入の促進を図る。
・荷の積卸し等の重筋業務における身体への負担を軽減する機械等の普及を図る。
熱中症の予防
・WBGT値の測定とその結果に基づく、休憩の確保、水分・塩分の補給、クールベストの着用等必要な措置
の徹底を図る。
交通労働災害防止対策
職場における「危険の見える化」の推進
・「危険の見える化」に配慮しながら、労働災害防止に関する標識、掲示等の普及を図る。
イ 高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者、障害者である労働者の労働災害の防止
高年齢労働者対策
・高年齢労働者に配慮した職場改善や健康づくり等の取組の促進を図る。
非正規雇用労働者対策
・雇入れ時の安全衛生教育や健康診断の実施の徹底を図る。
外国人労働者、技能実習生対策
・安全衛生教育の実施、労働災害防止のための日本語教育の実施等必要な措置の徹底を図る。
・技能実習生に対する労働災害防止のための取り組みを推進する。
障害者である労働者対策
・厚生労働省の検討結果を踏まえ、必要な対策を推進する。
治療 職業生活
ガイドライン
ウ 個人請負等の労働者の範疇に入らない者への対応
エ 技術革新への対応

○腰痛対策目標
13次防期間中における腰痛による死傷災害の累計人数を、12次防期間中の累計人数と比較して、5％以上減少さ
せる。
・12次防298人→283人以下
○熱中症対策目標
13次防期間中における熱中症による死傷災害の累計人数を、12次防期間中の累計人数と比較して、5％以上減
少させる。
・12次防37人→35人以下

計画の主な重点事項
１

死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
ア

業種別・災害種別の重点対策の実施
建設業における墜落・転落災害等の防止
・リスクアセスメントの実施により労働安全衛生規則に基づく墜落・
転落防止措置の徹底を図るとともに、「より安全な措置」等の一
層の普及を図る。
・高所作業時における墜落防止用保護具としてフルハーネス型安全

高所作業においては､原則として
フルハーネス型安全帯を使用しましょう

帯の普及を図る。
製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止
・「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づき機械の本質安全化を促進する。
・リスクアセスメントの実施の徹底を図る。
林業における伐木等作業の安全対策

事業場における

「刈払機使用に係る安全作業指針」及び「かかり木処理の作業に

４

おける労働災害防止のためのガイドライン」に基づく作業の徹底
重篤な災害の防止対策

ウ

最新基準が適用されていない既存の機械等の更新促進

の

疾病を抱える労働者等の健康確保対策の推進
ア

を図る。
イ

と

両立支援のための

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」、

一歩間違えばこんな事故になったかも‥
こんな事故を未然に防ぐために、リスク
アセスメントを！

イ
ウ

企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進
・「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」及び「事業場に
おける治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の周知を図る。
疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり
せき髄に損傷を負った労働者等の職場復帰支援

平成２8年２月

平成 29 年 3 月印刷

ガイドラインを活用し、
両立支援対策の推進を！

