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負傷による腰痛

         

 10 月 1 日～7 日 《準備期間：9 月 1 日～30 日》 

 

 

【労働者の健康を巡る現状】 

  県内の労働者の業務上疾病の発生者数は、令和

３年は新型コロナウイルス感染症によって大幅に増

加しました。その中にあって腰痛（いわゆるギックリ腰）

も増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、一般定期健康診断の結果、何らかの所見を

有する労働者の割合（有所見率）は平成 18 年以降

50％を上回っており、令和３年は 60.1％（全国平均

58.7％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

全国の脳・心臓疾患、精神障害の労災認定件数は、

ここ数年 700 件以上で推移し、また、仕事や職業生活

に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者

は、依然として半数を超えています。（令和３年労働

安全衛生調査） 

労働衛生分野では、過重労働やメンタルヘルス不

調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立

支援、化学物質による重篤な健康障害の防止などが

重要な課題となっています. 

全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する

意識の高揚と事業場の自主的労働衛生管理活動の

定着を図ることを目的としています。 

このような状況を鑑み、本年度は「あなたの健康

があってこそ 笑顔があふれる健康職場」をスロー

ガンとして、全国労働衛生週間を展開し、事業場にお

ける労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な

労働衛生管理活動の一層の促進を各職場において

行っていただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スローガン    

  「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」 

業務上疾病発生状況の推移（奈良県） 

一般定期健康診断における有所見率 

（人） 

その他の疾病 

主唱：奈良労働局(https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/ )/ 奈良・葛城・桜井・大淀労働基準監督署 

協賛：(公社)奈良県労働基準協会 / 建設業労働災害防止協会奈良県支部 / 林業・木材製造業労働災害防止協会

奈良県支部 / 陸上貨物運送事業労働災害防止協会奈良県支部 / (公社)建設荷役車両安全技術協会奈良県

支部 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、三つの密（密閉空間、密集空間、

密接空間）を避けた取り組みをお願いします。 

https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/


 

 

 

 

◎ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を 

把握するための検査や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施 

等を事業者に義務付ける制度です。 

１年に１回、定期に、労働者に対してストレスチェックを実施する必要 

 があります。 

 

（労働者数が 50 人未満の事業場は努力義務となっています。） 

◎実施後は、法令に基づき、労働基準監督署への報告が必要です。 

 

 

 

 

◎一定の危険・有害性が確認されている化学物質について、次のことが事業者に義務付けられています。 

➀化学物質の譲渡提供時のラベル表示、安全データシート（ＳＤＳ）の交付 

②化学物質を取り扱う際に、危険性・有害性の事前の調査（リスクアセスメント） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、適切な措置を講ずるよう努めることとされています。 

資本金や常時雇用する労働者の数にかかわらず、すべての事業者が対象となります。 
 

次の２つの支援事業を活用ください。 

① 屋外喫煙所や喫煙専用室などの設置にかかる費用の助成（既存特定飲食施設を営む中小企業事

業主が対象となります。（奈良労働局健康安全課 ☎0742－32－0205） 

② 職場の受動喫煙防止に関する技術的相談や説明会等への講師派遣を無料で行います。 

（※）（日本労働安全衛生コンサルタント会 ☎050－3537－0777） 

ラベル・ＳＤＳの読み方やリスクアセスメントの手順について相談等を受け付けています 
（※）（テクノヒル(株)☎050－5577－4862）https://www.technohill.co.jp 

 

Ⅰ．ストレスチェック制度 

Ⅱ．化学物質のリスクアセスメント 

Ⅲ．職場での受動喫煙防止対策 

リスクアセスメントを実施 SDS・ラベルを作成 

   譲渡提供者 
（製造者・輸入者など） 

譲渡提供先 
（使用者など） 

SDS 

「ラベルでアクション！」 
ラベルを見たら、危険・有害性や 
取扱方法を確認しましょう！ 

https://www.technohill.co.jp
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①産業保健総合支援センターでは、 

◎メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援 

◎治療と仕事の両立支援制度の導入支援 

◎産業保健関係者に対する専門的研修及び専門的相談対応 

②地域産業保健センター（県内４箇所）では、小規模事業場（労働者数５０人未満の事業場） 

の事業者や労働者の皆様に対して、 

◎ 健康診断結果に基づく医師の意見聴取への対応 

◎ 脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導 

◎ メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導 

◎ 長時間労働者や高ストレスと判断された労働者に対する医師の面接指導 

  を無料で行っています。ぜひご利用ください。 

◎ 県内の労働者の一般健康診断の有所見率

は 60.1％で、全国平均（58.7％）を上まわっ

ています。（令和３年） 

◎ 検査項目別では、血中脂質、血圧、肝機能

など、生活習慣病の発症リスクが高くなる

検査の有所見率が高く、かつ全国平均を上

回っています。 

◎ 将来にわたって健康の保持 

増進を図るため、食生活の改 

善、運動の習慣化等に配慮し 

ましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎治療技術の進歩等により、がんなどの疾病は、「不治の病」から 

「長く付き合う病気」に変化しています。 

◎一方で、仕事を優先して治療を中断したり、病気を理由に離職して 

しまう方もいます。 

◎厚生労働省は、がんなどの疾病を抱える労働者に対して事業場に 

おいて取り組むべき事項をまとめた「事業場における治療と仕事の 

両立支援のためのガイドライン」のほか、「がん」、「脳卒中」、「肝疾 

患」、「難病」、「糖尿病」、「心疾患」それぞれの疾患に関する留意事 

項を併せて公表しています。 

◎両立支援の取組は、労働者の健康確保という意義はもとより、企業 

にとって、人材の喪失を防ぎ、従業員のモチベーション向上にもつな 

がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅵ．奈良産業保健総合支援センターの活用を!! 

電  話 ：０７４２－２５－３１００（専用電話）    https://naras.johas.go.jp/ 

 

Ⅳ．労働者の健康状況 (%) 
令和３年定期健康診断検査項目別有所見率 

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ制度に関するご相談も

お問い合わせください。 

Ⅴ．治療と仕事の両立 

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

＜がん患者の 5 年相対⽣存率の推移＞ 
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※出典︓（引用⽂献）全国がん罹患モニタリ
ング集計 2009-2011 年⽣存率報告（国⽴研
究開発法⼈国⽴がん研究センターがん対策情
報センター, 2020）  独⽴⾏政法⼈国⽴がん
研究センターがん研究開発費「地域がん登録
精度向上と活用に関する研究」平成 22 年度報
告書 

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


 

 

■準備期間中に実施する事項 

Ⅰ．重点事項 

①  過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進 

②  労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進 

③  新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の推進 

④  転倒・腰痛災害の予防及び高年齢労働者に対する健康づくりの推進 

⑤  化学物質、石綿、受動喫煙による健康障害防止対策に関する事項 

⑥  治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項 

⑦  職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進 

⑧  「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底 

⑨  テレワークを行う労働者の作業環境、健康確保の推進 

Ⅱ．労働衛生３管理の推進等 

①  労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マ 

   ネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化 

②  作業環境管理、作業管理、健康管理の推進 

③  労働衛生教育の推進 

④  心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施 

⑤  快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進 

⑥  副業・兼業を行う労働者の健康確保対策の推進 

⑦  職場における感染症（新型コロナウィルス感染症、ウイルス性肝炎、HIV、風しん等）に関する理解

と取組の促進 

Ⅲ．作業の特性に応じた事項 

① 粉じん障害、 電離放射線障害防止対策の徹底 

② 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止 

対策の徹底 

③ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底 

④ 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインに 

よる情報機器作業における労働衛生管理対策の推進 

⑤ 酸素欠乏症等の防止対策の推進 

⑥ 建設業、食料品製造業等における一酸化炭素中毒防止のため 

  の換気等に関する事項 

■本週間中に実施する事項 
① 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 

② 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 

③ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 

④ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の 

 災害を想定した実地訓練等の実施 

⑤ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標 

語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施 

 

週間における事業場の実施事項 

新型コロナウイルス感染症

拡大の防止に取り組みましょ

う。 

 

専門家会議で示された「新し

い生活様式の実践例」等を活

用した労働者への周知 

 

「職場における新型コロナウ

イルス感染症の拡大を防止す

るためのチェックリスト」を活用

し、職場の状況を確認した上

で、職場の実態に即した、実行

可能な感染症拡大防止対策の

実施 


