安全で安心な
店舗･施設をつくりましょう
〜 小売業・社会福祉施設・飲食店の労働災害の減少に向けて 〜
厚生労働省と中央労働災害防止協会では、小売業、社会福祉施設、飲食店に
おいて増加している労働災害の減少を図るため、「安全で安心な店舗・施設づく
り推進運動」を展開しています。
これらの業種で効果的な労働災害防止対策を進めるためには、経営トップの
参画の下、多くの店舗を展開する企業本社、複数の社会福祉施設を展開する法
人本部が主導して、２ページに掲載の「チェックリスト」を活用し、店舗、施
設の労働安全衛生活動について全社的に取り組むことが重要です。
2･３ページには、下図のような取組事項の具体例のうち、主なものをまとめて
いますので、ご参照ください。

店舗･施設

本社・本部

●全社的な労働災害発生状況の把握・分析
●安全衛生方針の表明
●作業マニュアルの作成
●店舗・施設の安全衛生活動の推進
●店舗・施設への安全衛生担当者の配置確認
など

店舗･施設

●４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動
●ＫＹ（危険予知）活動
●危険の「見える化」
●従業員への安全衛生教育
など

店舗･施設

増加する小売業、社会福祉施設、飲食店での労働災害
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※休業４日以上の死傷労働災害件数（全国）

転倒

小売業、社会福祉施設、飲食店で多い労働災害

「急いでいるときや、
両手で荷物を抱えている
ときなどに、放置された
荷物や台車につまずく」
「濡れた床で滑る」など

急な動き・無理な動き

「重いものを無理な姿勢で
持ち上げたり、移動させた
りするとき、介護で利用者
を持ち上げるときなどに、
ぎっくり腰になる、筋を
痛める、くじく｣ など

墜落・転落

「脚立や、はしごなどの
上でバランスを崩す」
「階段で足が滑る」など

その他

「やけどをした」、
「刃物で手を切った」、
「交通事故にあった」、
「通路でぶつかった」
など

厚生労働省・新潟労働局・新潟労働基準監督署

チェックリスト

店舗・施設の実施事項

本社・本部が定めた安全衛生活動を実施するほか、店舗・施設において各STEPの項目をチェック
し、事業場の実情に応じて、必要な取組を実施してください。

☑

チェック項目
STEP １
１

４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による転倒防止対策を実施していますか。
※ 床面の水濡れ、油汚れ等の小まめな清掃、台車等の障害物の除去、介護、保育等の作
業ができるスペース・通路の確保等

□

２

危険箇所の表示による危険の「見える化」を実施していますか。

□

３

作業マニュアルへの安全衛生上の留意事項の追記、店舗・施設の従業員への周知・教育、
朝礼時等での安全意識啓発を実施していますか。

□

STEP ２
１

ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去を実施していますか。

□

２

ＫＹ（危険予知）活動による危険予知能力、注意力の向上に取り組んでいますか。

□

３

防滑靴、切創防止手袋等の着用の推進、介護機器・用具等の導入、使用の推進、熱中症予
防のための透湿性・通気性の良い服装の活用などを行っていますか。

□

STEP ３
１

店長・施設長、安全担当者による定期的な職場点検を実施していますか。

□

２

腰痛健康診断（腰痛予防対策指針に基づくもの）や体力チェックを行っていますか。

□

３

腰痛・転倒予防体操を励行していますか。

□

主な取組事項の概要

① 経営トップによる安全衛生方針の表明

◆経営トップによる安全衛生方針を策定し、掲示や
従業員への小冊子の配布などにより周知します。

② ４Ｓ活動 ＝ 災害の原因を取り除く
◆「４Ｓ」とは「整理｣、｢整頓｣、｢清掃｣、｢清潔｣
のことで、これらを日常的な活動として行うのが
「４Ｓ活動」です。
◆ ４Ｓ活動は、労働災害の防止だけではなく、
作業のしやすさ、作業の効率化も期待できます。
◆ お客様の目に触れにくいバックヤードも整頓を
忘れないようにしましょう。
◆ 荷物やゴミなど、
片付け︕
物が散らかって
いる職場や、水
や油で床が滑り
やすい職場は、
災害の危険が
高くなります。 床ふき︕

分別︕

お掃除︕
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策定例

策定日 平成●●年
掲示日 平成●●年

月
月

日
日

安全衛生方針
当社は、「『従業員の安全』は『お客様の安全』
の礎である」との理念に基づき、安全衛生の基本方
針を以下のとおり定め、経営者、従業員一丸となっ
て労働災害防止活動の推進に努めます。

安全衛生の基本方針
① 安全衛生活動の推進を可能とするための
組織体制の整備、責任の所在の明確化を
図る
② 労使のコミュニケーションにより、職場
の実情に応じた合理的な対策を講じる
③ すべての社員、パート、アルバイトに安
全衛生確保に必要かつ十分な教育・訓練
を実施する
④ 上記の実行に当たっては適切な経営資源
を投入し、効果的な改善を継続的に実施
する
会社名
代表者

株式会社●●スーパーマーケット
代表取締役 安全太郎
（自筆で署名しましょう）

③ ＫＹ活動 ＝ 潜んでいる危険を見つける
◆ＫＹとは「危険（K）・予知（Ｙ）」のことです。
ＫＹ活動では、業務を開始する前に職場で「その作業
では、どんな危険が潜んでいるか」を話し合って
「これは危ない」というポイントに対する対策を決め、
作業のときは、一人ひとりが「指差し呼称」をして
行動を確認します。
◆「うっかり」、「勘違い」、「思い込み」などは安全
ではない行動を招き、災害の原因となります。

業務開始前
の話し合い

作業のときは、
一人ひとりが
｢指差し呼称」

➃ 危険の「見える化」＝ 危険を周知する
◆危険の「見える化」とは、職場の危険を可視化（＝見える
化）し、従業員全員で共有することをいいます。ＫＹ活動
で見つけた危険のポイントに、右のようなステッカーなど
を貼りつけることで、注意を喚起します。
◆墜落や衝突などのおそれのある箇所が事前に分かって
いれば、そこでは特に慎重に行動することができます。

⑤ 安全教育・研修 ＝ 正しい作業方法を学ぶ
◆「脚立の正しい使い方」、「腰痛を防ぐ方法」、「器具の正しい操作方法」などを知って
いれば、労働災害を防ぐことができます。
◆組織の本社や本部では、「どんな災害が起こっているか」、「どうしたら災害は防げるか」
を踏まえ、「正しい作業手順（マニュアル）」を作成します。そして店舗・施設では、この
内容を従業員に伝え、教えます。
◆朝礼など皆が集まる機会を活用して教育・研修を行う方法もあります。特に、はじめて職務
に就いた従業員には、雇い入れ時に安全教育を行う必要があります。

⑥ 安全意識の啓発 ＝ 全員参加により安全意識を高める
◆安全活動は、経営者や責任者の責務であるとともに、正社員、パート、アルバイト、派遣
などの雇用形態にかかわらず、従業員は全員参加することが重要です。
◆従業員一人ひとりの安全意識を高めるために、朝礼などの場を活用して、店長・施設長から
安全の話をすることや、従業員からヒヤリハット事例を報告してもらい、みんなで安全に
ついて話し合ったりすることなどが効果的です。

⑦ 安全推進者の配置 （労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン）
◆店舗・施設ごとに安全の担当者である安全推進者を配置し、安全衛生活動、安全衛生教育・
啓発の推進などの旗振り役を担わせます。

「安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html

こちらも
ご覧ください

●安全・衛生に関する主な制度・施策紹介 ●安全衛生関係のパンフレット一覧
安全・衛生

安全 パンフ

検索
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検索

主な取組事項については、以下の情報や支援体制等をご活用ください。
産業保健活動総合支援

治療と仕事の両立支援

産業保健総合支援センターでは、職場のメンタルヘル
ス対策や「治療と仕事の両立支援」などの産業保健活
動を支援するため、企業への訪問指導や相談対応、研
修などを実施しています。また、地域窓口（地域産業
保健センター）では、小規模事業場を対象に、医師に
よる健康相談などを実施しています。

ガイドラインや関連通達、助成金等を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000115267.html

「治療と仕事の両立支援ナビ」では企業の
取組み事例、相談支援機関、シンポジウム
等を紹介しています。

https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/
Default.aspx

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp

ストレスチェックの実施や職場環境の改善、
心の健康づくり計画の作成、小規模事業場
の産業医活動などに対して、事業主に費用
の助成を行っています

治療と仕事の両立

受動喫煙防止対策

https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

産業保健総合支援センター

検 索

産業保健関係助成金

検 索

職場の受動喫煙防止に取組む事業者を支援します。
（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/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html
【受動喫煙防止に関する各種支援事業】
・受動喫煙防止対策補助金
・受動喫煙防止対策に関する相談事業

メンタルヘルス対策
職場におけるメンタルヘルス対策に関する、法令・通
達・マニュアルを掲載しているほか、「ストレスチェッ
ク実施プログラム（無料）」が利用できます。

職場 受動喫煙

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
anzeneisei12/

検 索

化学物質管理

働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
では、メール・電話・SNS相談窓口を設置しているほ
か、職場復帰支援の取組事例などを紹介しています。

「ラベルでアクション」をキャッチフレーズに、危険
有害性に応じたリスクアセスメントを着実に実施して
いただくための情報を提供しています。

https://kokoro.mhlw.go.jp/

メンタルヘルス対策・過重労働対策

検 索

こころの耳

検 索

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/
kag/kagaku_index.html

職場のあんぜんサイト 化学物質

職場における新型コロナ対策

屋内で継続してアーク溶接作業を行う作業場に対して
ばく露防止対策のための測定実施の支援
をしています。
（有害物ばく露防止対策補助金申請↓）

（職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び
健康管理に関する参考資料一覧↓）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000121431_00226.html
厚労省 職場の感染対策

検 索

溶接ヒューム等ばく露防止対策

職場における感染症防止対策の基本事項「取組の5つのポイン
ト」やチェックリスト、各種リーフレットをはじめとした、感
染予防や健康管理に関する情報を提供しています。

http://www.zeneiren.or.jp/hazardous/index.html

有害物ばく露防止対策補助金

検 索

働き方改革

検 索

高年齢労働者の健康づくり
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン」や「エイジフレンドリー補助金」等を紹介してい
ます。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択でき
る社会を実現することを目的に、長時間労働の是正や多様で柔
軟な働き方の実現などのための措置を講じます。
（働き方・休み方改善ポータルサイト↓）
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
（働き方改革特設サイト↓）
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
働き方改革

検 索

（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/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html

高年齢労働者

検 索

検 索

職場の安全衛生活動についてのご不明な点などは、厚生労働省又は新潟労働局ホームページを
ご覧いただくか、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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（R3.10改訂）

