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令和２年の労働災害発生状況について 
 

～令和２年は死傷者 2,407人、死亡者 15人となり、２年連続で減少～  

～今年度は Safe Work 向上宣言の継続・拡大、増加している社会福祉施設等の対策を強化～  
 

宮城労働局（局長 毛利 正）では、このたび、令和２年１月から 12月までの労働災害発生

状況をとりまとめましたので公表します。 
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Press Release 

ひと、くらし、みらいのために 

１ 令和２年 1月から 12月までの労働災害による休業４日以上の死傷者数（以下「死傷者数」）は

2,407人（前年比 25人・１.0％減）、死亡者数は 15人（前年比２人・11.8％減）となり※、い

ずれも２年連続で減少した。（グラフ１） 

* 令和２年１月１日から 12月 31日までに発生した労働災害について、県内の各労働基準監督署に提出のあっ

た労働者死傷病報告のうち、休業４日以上のもの、かつ、令和３年４月７日までに提出されたものを対象とし

てとりまとめた。 
 

(１)  主な業種別死傷者数は、製造業が 464人（19.3％、うち死亡者数５人）、陸上貨物運送

事業 317人（13.2％、うち死亡者数２人）、建設業 283人（11.8％、うち死亡者数３人）、

小売業 299人（12.4％）、社会福祉施設 232人（9.6％）となった。前年に比べて、建設業

が減少し、医療保健業や社会福祉施設、ビルメンテナンス業など第三次産業が増加した。

（グラフ２、３） 

(２)  事故の型別死傷者数は、転倒が 632人（26.3％）で最も多く、次いで、墜落・転落 410

人（17.0％）、動作の反動・無理な動作 313人（13.0％）、はさまれ、巻き込まれ 228人

（9.5％）、切れ・こすれ 154人（6.4％）、交通事故（道路）128人（5.3％）の順になっ

た。（グラフ４） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)  年代別死傷者数は、50歳代が 629人（26.1％）で最も多く、次いで 40歳代 500人（20.8

％）、60歳代 467人（19.4％）、30歳代 355人（14.7％）の順になった。（グラフ５） 

 

(４)  宮城労働局では、令和元年から「Safework ゼロ災 MIYAGI」のロゴマークの制定・普及

による事業場等における労働災害防止の機運醸成に取り組んでいるところ、昨年６月から、

賛同する事業主等が自ら健康で安全な職場とするために職場環境の改善等に取り組むこと

を表明する「Safe Work向上宣言」の取り組みを、 

関係団体等と連携して、建設工事業者等を対象に先

行実施している。この結果、上記のとおり、建設業

における死傷者数の減少が見られたことから、今後

もこの取り組みを継続、拡大することとしている。 

また、特に災害の増加や高止まりが見られる社会

福祉施設等の第三次産業については、災害のない 

店舗・施設づくりは施設利用者や消費者の安全にも寄与することや人材確保にも資するこ

とから、「安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を展開して、多店舗展開企業等にお

ける本社・本部と店舗・施設の役割に応じた全社的な安全衛生活動を促すとともに、災害

が多発している多店舗展開企業等を対象とした個別指導等を行うこととしている。 

 

２ 宮城労働局「第 13次労働災害防止推進計画」では、計画期間（平成 30年～令和４年）中に死

傷者数を 2,265人（平成 29年比５％減）以下、死亡者数を 14人（平成 29年比 15％減）以下に

減少させることを目標としているところ、目標達成のためには、今後２年間で死傷者数を 142

人（平成 29年比 6.0％）以上減少させる必要がある（グラフ１）。 

 

３ 高年齢労働者が被災した労働災害について 

(１)  死傷者数を年代別にみると、60歳以上が 606人で全体の 25.2％を占め、このうち、事

故の型別では、転倒が 241人（39.8％）で最も多く、次いで、墜落・転落 100人（16.5％）、

動作の反動・無理な動作 65人（10.7％）の順となっている。 

 

(２)  高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害のうち 60歳以上の労働者の占める割合が増

加すると見込まれることから、厚生労働省は、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場

環境の実現に向けた「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）」を策定し、高齢者を使用する事業場等に求められる取組等を示

すとともに、中小企業による高年齢労働者の安全・健康確保措置を支援するための補助金

（「エイジフレンドリー補助金」）による支援等を行っている。 

ゼロ災 MIYAGI

 



 ４ 新型コロナウイルス感染症による労働災害について 

(１)  死傷者数のうち、新型コロナウイルス感染症のり患によるものは 37人（1.5％）であり、

こられの主な業種別の内訳は、保健衛生業 27人（社会福祉施設 18人、医療保健業９人）、

教育・研究業５人となっている。特に、保健衛生業においては、同一事業場での被災者が

６事業場において 22人（59.5％）となっている。 

なお、全国の死傷者は 6,041人（4.6％）となっており、全国に比べると県内の死傷者

数に占める新型コロナウイルス感染症によるものの割合は低くなっている。 

 

(２)  宮城労働局では、各労働基準監督署において職場における感染防止対策に取り組むほ

か、労働基準部健康安全課に「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コ

ーナー」を設置して、事業者や労働者からの職場での新型コロナウイルス感染拡大防止に

係る相談に応じている。 

 

 

添付資料等 

１ グラフ１～５ 

２ リーフレット「～働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場づくりを進めましょ

う～」（令和２年度版を参考添付） 

３ リーフレット「STOP！転倒災害」 

４ リーフレット「労働者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の労災保険及び労働者死傷

病報告書等の手続について」 

５ リーフレット「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため～取組の５つのポイン

ト～を確認しましょう！」 



（グラフ１） 

 

 

（グラフ２） 

増減％

2,407人 (15人) 2,432人 (17人) -25人 ( -2 人） -1.0%

464人 (5人) 465人 (1人) -1人 ( 4 人） -0.2%

283人 (3人) 352人 (7人) -69人 ( -4 人） -19.6%

317人 (2人) 349人 (2人) -32人 ( 0 人） -9.2%

31人 (2人) 26人 (1人) 5人 ( 1 人） 19.2%

1,229人 (2人) 1,133人 (5人) 96人 ( -3 人） 8.5%

413人 (1人) 436人 (0人) -23人 ( 1 人） -5.3%

299人 (0人) 324人 (0人) -25人 ( 0 人） -7.7%

306人 (0人) 242人 (0人) 64人 ( 0 人） 26.4%

73人 (0人) 34人 (0人) 39人 ( 0 人） 114.7%

232人 (0人) 208人 (0人) 24人 ( 0 人） 11.5%

119人 (1人) 102人 (1人) 17人 ( 0 人） 16.7%

68人 (0人) 41人 (0人) 27人 ( 0 人） 65.9%

83人 (1人) 107人 (1人) -24人 ( 0 人） -22.4%

主な業種別労働災害発生状況

令和２年と令和元年の比較

増減数

全産業

休業４日以上の死傷者数
　（うち死亡者数）

令和２年 令和元年（平成31年）

社会福祉施設

保健衛生業

清掃・と畜業

ビルメンテナンス業

医療保健業

製造業

建設業

陸上貨物運送事業

林業

第三次産業

商業

上記以外の業種の合計

小売業

 



（グラフ３） 

 

 

（グラフ４）               （グラフ５） 

 

60歳以上 

606、25.2％ 



 



 



 





 



 













 


