
 

平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動｣(第３３回)実施要綱 
 

 

１ 趣旨 

 京都府内における平成 28年の労働災害による死亡者数は８人と過去最少となり、平成 28年７月１日～９月 30日の

「京都ゼロ災３か月運動」の期間中の死亡者は１人と前年同期と比べ９人減と大きな成果を上げている。 

また、休業４日以上の死傷者数は 2,289人（対前年に比べ 179人、7.3％減：推計値）となったものの、一度に３人

以上が被災する重大災害は５件（昨年は４件）と昨年より増加しており、７月～９月の期間は熱中症や転倒災害など労

働災害のリスクが増加する時期でもある。 

 一方、一般健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は、平成 28年は 53.82％（速報値）と依然として

50％を超え、脳・心臓疾患につながる血中脂質、血圧等に係る有所見率は高水準で推移している。 

このような状況の中、今年度が最終年度である「第１２次労働災害防止対策推進計画（平成２５年度～平成２９年度

の５年間）」の労働災害減少目標等の達成に向けて、すべての参加事業場のゼロ災の達成と労働者の健康が確保できる

よう、平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動」を、京都府内全域において積極的に展開することとする。 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

２ 目標 

 事業場トップの安全衛生宣言により職場の危険ゼロ及び労働者の健康確保を目指した取組を行い、３か月間の労働災

害ゼロを達成する。 

 

３ 達成証の交付 

 ３か月間の労働災害ゼロを達成した本運動の参加事業場に対して、｢ゼロ災３か月運動達成之証｣(様式第１号)を交付

する(ここでいう｢労働災害｣には、通勤災害及び障害のない不休災害を含まない。)。 

 

４ 運動期間 

 平成２９年７月１日（土）～９月３０日（土） 

 

５ 運動の推進者等 

（１） 主唱者 京都労働局 

 京都府内各労働基準監督署 

 

（２） 主催者 

 ＊ 公益社団法人 京都労働基準協会 本部 

  公益社団法人 京都労働基準協会 各地域支部 

建設業労働災害防止協会京都府支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会京都府支部 

林業・木材製造業労働災害防止協会京都府支部 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会舞鶴港分会 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮津港分会 

一般社団法人 日本ボイラ協会京滋支部 

一般社団法人 日本クレーン協会京都支部 

公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会京都支部 

一般社団法人 京都府溶接協会 

京都府採石公災害防止連絡協議会 

京都府建築工業協同組合 

                                                             ＊ 印は代表幹事 
 

 
 
 
 
 

 

「ＳＴ０Ｐ！転倒災害プロジェクト」 

～あせらない 急ぐ時ほど落ち着いて～ 



                                                            
（３）協力団体（協力依頼先団体） 

社団法人 日本作業環境測定協会京滋支部 

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会京都支部 

京都ＴＨＰ推進協議会 

京都衛生管理者会 

京都産業保健総合支援センター 

 

（４）後援団体（後援依頼先団体） 

京都府、京都市、京都経営者協会、京都商工会議所、京都府中小企業団体中央会、京都府商工会連

合会、一般社団法人 京都府医師会 

 

６ 運動への参加方法等 

(１) 参加者の資格 
 参加者の資格は、京都府内の事業場（事務所、工場、支店、営業所等）を原則とする。 

 なお、建設業にあっては、店社単位を原則とするが、請負金額１億９千万円以上の工事は、工事現場単位で参

加できるものとする。 

(２) 参加費 
 本運動の参加費は無料とする。 

(３) 参加方法 
①  参加希望事業場は、「平成２９年度京都ゼロ災３か月運動参加申込書」（様式第２号）に所定事項を記入し、
主催者のいずれかの１団体に郵送又はＦＡＸにて申し込む。 

②  申込期間 平成２９年６月１日（木）～６月１６日（金） 

(４) 参加事業場の結果報告 
①  参加事業場は運動期間終了後、参加申込を行った主催者に「平成２９年度京都ゼロ災３か月運動結果報告書」
（様式第３号）を郵送又はＦＡＸにて報告する。 

②  報告期間 平成２９年１０月２日(月)～１０月１６日(月) 

(５) ゼロ災３か月運動達成之証の申請及び交付等 
①  主催者は、「平成２９年度京都ゼロ災３か月運動達成之証交付申請書」（様式第４号）に達成事業場名簿を添
付し、京都労働局長に対し「ゼロ災３か月運動達成之証」の交付を申請する。 

②  京都労働局長は、当運動の参加の必須事項である事業場トップによる｢安全衛生に関する宣言｣を実施し、か
つ、無災害である事業場に対し「ゼロ災３か月運動達成之証」（様式第１号）を交付するものとする。 

また、達成事業場の了承を得た上で、京都労働局のホームページに達成事業場名を公表する。 

③  「ゼロ災３か月運動達成之証」交付後、本運動期間中に労働災害の発生の事実が判明した場合には、同達成
之証を当該事業場より返還させる。 

(６) 参加事業場の実施事項 
 参加事業場は、必ず運動開始時に事業場のトップから労働者に対して｢安全衛生に関する宣言｣等(別紙参照)を
行い、次の事項を参考にして労使一体となって、安全衛生管理活動を活性化するとともに、職場のリスク低減を

目指した取組を積極的に実施し、災害ゼロ及び健康確保の達成を目指す。 

① 安全衛生管理体制の整備 
② 年間の安全衛生計画の作成、職場の安全衛生改善提案制度の実施 
③ リスクアセスメントの実施 
④ 機械・設備の安全化、作業環境の改善等による快適な職場づくり 
⑤ 転倒災害防止の取組み 
⑥ 作業方法・作業姿勢等の見直し 
⑦ 安全衛生教育の実施 
⑧ メンタルヘルスケアの取組み 
⑨ 過重労働による健康障害防止対策の実施、健康の確保増進対策の実施 
⑩ 労働災害防止の啓発等の行事 
⑪ 交通労働災害の防止 
⑫ 家庭での安全対策の実施についての啓発等 

 

７ 主催者の実施事項 

（１）本運動についての広報及び参加の勧奨を行う。 

（２）ゼロ災・健康標語の募集、表彰を行う。 

（３）本運動を推進するために必要な資料等の作成、配布等を行う。 

（４）「参加申込書」の受付け及びこれの取りまとめを行う。 

（５）「結果報告書」を審査し、必須項目の実施及び無災害を達成した事業場を取りまとめ、京都労働局長に対し「達

成之証」の交付申請を行う。 

（６）ゼロ災３か月運動達成事業場に対し、京都労働局長から交付された６の（５）の②の「達成之証」を交付する。 

（７）代表幹事は、（１）～（４）に加えて本運動全体の推進、取りまとめ及び会報等による公表等を行う。 

 



 

平成２９年度「京都安全衛生大会」実施要綱 
 

１ 趣旨 

京都府内における平成28年の労働災害による死亡者数は８人と過去最少であり、また、休業４日以上の死傷者数は

2,289人（対前年に比べ179人、7.3％減：推計値）となったものの、一度に３人以上が被災する重大災害は５件（昨

年は４件）と昨年より増加した。 

     一方、一般健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は、平成28年は53.82％（速報値）と依然として 

50％を超え、脳・心臓疾患につながる血中脂質、血圧等に係る有所見率は高水準で推移している。 

このため、「事業場のトップによる安全衛生に関する宣言」、「労使一体となった安全衛生意識の高揚を図る」など、

事業場における自主的安全衛生活動を促進し、安全衛生水準の向上を図り、労働者の安全と健康の確保を目的にして

｢京都安全衛生大会｣を開催することとする。 

２ 日時 
平成２９年７月４日（火） 開場 １２時１５分 
 大会 １３時１５分～１６時４５分（予定） 

３ 場所 
京都テルサ テルサホール（京都市南区新町通九条下ル下殿田町７０番地） 

４ 大会の運営等 
(１) 主唱者    京都労働局 

 京都府内各労働基準監督署 
（２）主催者   ＊ 公益社団法人 京都労働基準協会 本部 

公益社団法人 京都労働基準協会 各地域支部 

建設業労働災害防止協会京都府支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会京都府支部 

林業・木材製造業労働災害防止協会京都府支部 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会舞鶴港分会 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮津港分会 

一般社団法人 日本ボイラ協会京滋支部 

一般社団法人 日本クレーン協会京都支部 

公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会京都支部 

一般社団法人 京都府溶接協会 

京都府採石公災害防止連絡協議会 
京都府建築工業協同組合 

京都ＴＨＰ推進協議会 
京都衛生管理者会 
京都産業保健総合支援センタ－                   ＊ 印は代表幹事 

(２) 協力団体（協力依頼先団体） 
 社団法人 日本作業環境測定協会京滋支部 
 一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会京都支部 

(３) 後援団体（後援依頼先団体） 
 京都府  京都市  一般社団法人 京都府医師会 
 一般社団法人 京都府歯科医師会  京都府社会保険労務士会  京都経営者協会 
 京都府中小企業団体中央会  京都商工会議所  京都府商工会連合会 
 ＮＨＫ京都放送局  京都新聞  ＫＢＳ京都 
 中央労働災害防止協会 

(４) 大会実行委員会 
 本大会運営のために「平成２９年度『京都安全衛生大会』実行委員会」を設ける。 
 なお、同実行委員会は、主催者団体から構成する。 

５ 大会の内容 
 労働災害防止、過重労働による健康障害防止、メンタルヘルスケア、健康づくり、快適職場の形成及び府内

における産業保健の推進等の啓発を行う。 
６ その他 

 大会への参加費は、無料とする。 
 
 

 
 
 
 

「ＳＴ０Ｐ！転倒災害プロジェクト」 

～あせらない 急ぐ時ほど落ち着いて～ 



様式第２号 

参加申込期限６月１６日 

平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動」参加申込書 

 

  当事業場は、平成２９年７月１日から平成２９年９月３０日までの間に実施される 

平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動｣に参加いたします。 

                                                       平成２９年  月   日 

          （〠   －   ） 

事業場の所在地                                           

 

事業場の名称            

  

平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動」主催者  殿 

事業場の従業員数 

 

 男       名、  女       名、 合計          名 

 

業種(該当に○印) 
１製造業  ２建設業   ３運輸業   ４商業      

５社会福祉施設  ６飲食店  ７その他 

事業場の担当者 

職氏名 

(連絡先) 

 

 

 

 

職                 氏名                           

 

電話番号              －           － 

 

FAX 番号              －           － 

①必須項目 

｢安全衛生に関する

宣言｣の実施 

（要綱別紙参照） 

イ、宣言者役職                         

ロ、宣言方法 

・朝礼・文書配布・社内放送・社内掲示 

・社内メール・社内安全大会・その他 

ハ、実施予定日 平成２９年  月  日 

ニ、対象者 ・全員・特定の役職者・その他 

 

②選択項目 

実施予定の事項に

○印をつけて下さ

い 

イ、安全衛生パトロールの実施 

ロ、機械設備安全衛生対策の実施 

ハ、作業方法等・保護具等の改善の実施 

ニ、健康の確保増進に係る事項 

(具体的取組事項             ) 

ホ、安全教育の実施  

へ、衛生教育の実施 

ト、ポスターの掲示、シールの活用による安全意識の高揚 

チ、 その他（                                       ） 

(注) この参加申込書は、平成２９年６月１日から６月１６日までの間に本運動の主催者団 

  体のうちのいずれか１団体に郵送又はファックスにて送付願います。 



様式第３号 

報告期限 １０月１６日 

平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動｣結果報告書 

平成２９年１０月  日 

当事業場で実施した標記の運動の結果は、下記のとおりでしたので報告します。 

記 

平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動」主催者  殿 

（〠   －   ） 

事業場の所在地                                         

事業場の名称                            

担当者職氏名                                        

                                     ℡                           

（注）１ この結果報告書は、平成２９年１０月２日から１０月１６日までの間に参加申込を行った団体に送付(郵送又は 

ファックス)願います。 

   ２ ①の必須項目の実施、労働災害がない場合又は不休の労働災害(障害が残るものを除きます)のみの場合は、｢ゼ 

ロ災３か月運動達成之証｣が交付されます。 

なお、労働災害には通勤災害は含みません。 

記 

事業場の従業員数 男        名、  女        名、   合計           名 

業種(該当に○印) 
１製造業  ２建設業   ３運輸業   ４商業  ５社会福祉施設 

６飲食店 ７その他 

運動期間 平成２９年７月１日～平成２９年９月３０日 

①必須項目 

｢安全衛生に関する

宣言の実施｣ 

イ、宣言者役職                         

ロ、宣言方法 

・朝礼・文書配布・社内放送・社内掲示 

・社内メール・社内安全大会・その他 

ハ、実施日 平成２９年  月  日 

ニ、対象者 ・全員・特定の役職者・その他 

②選択項目 

実施予定の事項に

○印をつけて下さ

い 

 

イ、安全衛生パトロールの実施 

ロ、機械設備安全衛生対策の実施 

ハ、作業方法等・保護具等の改善の実施 

ニ、健康の確保増進に係る事項 

(具体的取組事項             ) 

ホ、安全教育の実施  

へ、衛生教育の実施 

ト、ポスターの掲示、シールの活用による安全意識の高揚 

チ、 その他（                                       ） 

運動期間中の労働

災害発生状況 

死亡 休業災害 
不休災害 

(うち障害が残るもの) 
合計 

  
 

（               ） 
 

ゼロ災達成事業場 京都労働局のホームページに達成事業場名を公表 可 ・ 否 



様式第４号 

平成２９年    月     日 

   

京都労働局長 殿 

                             

（〠   －   ） 

申請者の所在地                                

  

申請者の名称                   

 

代表者職氏名                          印    

 

平成２９年度京都「ゼロ災３か月運動達成之証｣交付申請書 

 

  平成２９年度京都ゼロ災３か月運動実施要綱に基づき、下記のとおり３か月間の無災害を

達成しましたので、「ゼロ災３か月運動達成之証｣の交付を申請します。 

記 
 

１     平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動」参加事業場数                        

  

２   平成２９年度「京都ゼロ災３か月運動」達成事業場数                     

 

３   「ゼロ災３か月運動達成之証」交付申請数                

(別添事業場名簿のとおり) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


