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令和３年度全国労働衛生週間
期間 10月１日～10月７日
準備期間 ９月１日～９月30日
全体スロ－ガン 「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」
全国労働衛生週間は、今年で第72回を迎えます。労働者の健康をめぐる状況を踏まえ、
今年度は「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」を全体のスローガンとして、事業場
における労働衛生意識の高揚と自主的な労働衛生管理活動の促進を図るよう求めるとともに、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた副スローガンとして「うつらぬうつさぬルー
ルとともに みんなで守る健康職場」を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び
掛けています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、密閉空間、密集空間、密接空間を
避けることを徹底しつつ、労使で協力して全国労働衛生週間を実施しましょう。

令和３年度全国労働衛生週間実施要綱（抜粋）

実施要綱
ダウンロード

（３）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
向けた取組の推進に関する事項
１ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場
ア 職場における感染防止対策の基本で
巡視
ある「取組の５つのポイント」に基づく、
２ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
事業場内の感染防止対策実施状況の確認
３ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の
と徹底
表彰
イ 「職場における新型コロナウイルス
４ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による
感染症の拡大を防止するためのチェック
事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等
リスト」を活用した、職場の実態に
の実施
即した実行可能な感染拡大防止対策の
５ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、
検討及び対策の実施
作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生
（４）「高年齢労働者の安全と健康確保のため
の意識高揚のための行事等の実施
のガイドライン」に基づく労働災害の予防
的観点からの高年齢労働者に対する健康
準備期間中に実施する事項
づくりの推進に関する事項
（５）化学物質による健康障害防止対策に
１ 重点事項
関する事項
（１）過重労働による健康障害防止のための
ア 中小規模事業場を中心とした特定化学
総合対策に関する事項
物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防
ア 時間外・休日労働の削減、年次有給
規則等の特別規則の遵守の徹底、金属
休暇の取得促進及び労働時間等の設定
アーク溶接等作業における健康障害防止
の改善による仕事と生活の調和の推進
対策の推進
イ 事業者による仕事と生活の調和の
イ
製造者・流通業者が化学物質を含む
推進や過重労働対策を積極的に推進する
製剤等を出荷する際及びユーザーが購入
旨の表明
した際のラベル表示・SDS交付の状況の
ウ 労働安全衛生法に基づく労働時間の
確認
状況の把握や長時間労働者に対する医師
ウ
SDSにより把握した危険有害性に
の面接指導等の実施の徹底
基づくリスクアセスメントの実施とその
エ 健康診断の適切な実施、異常所見者の
結果に基づくばく露濃度の低減や適切な
業務内容に関する医師への適切な情報
保護具の使用等のリスク低減対策の推進
提供、医師からの意見聴取及び事後措置
エ
ラベルや SDS の内容やリスクアセス
の徹底
メントの結果について労働者に対する
オ 小規模事業場における産業保健総合
教育の推進
支援センターの地域窓口の活用
オ 特殊健康診断等による健康管理の徹底
（２）「労働者の心の健康の保持増進のための
カ 塗料の剥離作業における健康障害防止
指針」等に基づくメンタルヘルス対策の
対策の徹底
推進に関する事項

全国労働衛生週間中に実施する事項
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令和３年度全国労働衛生週間実施要綱（抜粋）
（６）石綿による健康障害防止対策に関する
事項
ア 建築物等の解体・改修工事における
石綿ばく露防止対策の徹底及びこれらの
対策の実施に対する発注者による配慮の
推進
イ 吹付け石綿等が損傷、劣化し、労働者
が石綿等にばく露するおそれがある建築
物等における吹付け石綿、石綿含有保温
材等の除去、封じ込め等の徹底
ウ 石綿にばく露するおそれがある建築物
等において労働者を設備の点検、補修等
の作業等に臨時で就業させる場合の労働
者の石綿ばく露防止
エ 禁止前から使用している石綿含有部品
を交換・廃棄等を行う作業における労働
者の石綿ばく露防止対策の徹底
（７）「職場における受動喫煙防止のための
ガイドライン」に基づく受動喫煙防止対策
に関する事項
ア 専門家による技術的な相談支援、喫煙
室の設置等に係る費用の助成制度の活用
（８）「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」に基づく治療と
仕事の両立支援対策の推進に関する事項
（９）「職場における腰痛予防対策指針」に
基づく腰痛の予防対策の推進に関する事項
ア リスクアセスメント及びリスク低減
対策の実施
イ 作業標準の策定及び腰痛予防に関する
労働衛生教育の実施
（10）「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推進
に関する事項
ア WBGT 値の実測と、測定値に基づく
熱中症リスクの評価、作業時間の短縮や、
暑熱順化不足者の把握を含めた作業前
ミーティングでの注意喚起など、評価を
踏まえた適切な熱中症予防対策の実施
イ 自覚症状の有無にかかわらない水分・
塩分の摂取
ウ 救急措置の事前の確認と実施
エ 健康診断結果を踏まえた日常の健康
管理や健康状態の確認
（11）「テレワークの適切な導入及び実施の
推進のためのガイドライン」に基づく労働
者の作業環境、健康確保等の推進に関する
事項
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２ 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
管理活動の活性化に関する事項
（２）作業環境管理の推進に関する事項
（３）作業管理の推進に関する事項
（４）「職場の健康診断実施強化月間」(9月)
を契機とした健康管理の推進に関する事項
（５）労働衛生教育の推進に関する事項
（６）心とからだの健康づくりの継続的かつ
計画的な実施に関する事項
（７）快適職場指針に基づく快適な職場環境の
形成の推進に関する事項
（８）職場における感染症に関する予防接種へ
の配慮を含めた理解と取組の促進
３ 作業の特性に応じた事項
（１）粉じん障害防止対策の徹底に関する事項
ア 「粉じん障害防止総合対策推進強化
月間」（９月）を契機とした「第９次
粉じん障害防止総合対策」に基づく取組
の推進
イ 改正粉じん障害防止規則に基づく取組
の推進
（２）電離放射線障害防止対策の徹底に関する
事項
（３）「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に関する
事項
（４）「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に関する事項
（５）「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」に基づく情報機器
作業における労働衛生管理対策の推進に
関する事項
（６）酸素欠乏症等の防止対策の推進に関する
事項
ア 酸素欠乏危険場所における作業前の
酸素及び硫化水素濃度の測定の徹底
イ 換気の実施、空気呼吸器等の使用等の
徹底
（７）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

過重労働による健康障害防止対策
厚生労働省
報道発表

精神障害及び脳・心臓疾患の労災補償状況

精神障害及び脳・心臓疾患に関する労災補償請求件数は、前年度と比較して減少
しましたが、精神障害に関する支給決定件数は増えています。

精神障害
全

うち自殺

国

脳・心臓疾患
うち死亡

精神障害
大
分
県

うち自殺

脳・心臓疾患
うち死亡

H28
1586

H29
1732

H30
1820

R01
2060

R02
2051

支給決定件数

498

506

465

509

608

請求件数

198

221

200
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155

84
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76

88

81

請求件数

825

840

877

936

784

支給決定件数

260

253

238

216

194

請求件数

261

241

254

253

205

支給決定件数

107

92

82

86

67

請求件数

8

19

11

24

20

支給決定件数

7

6

6

6

16

請求件数

0

4

0

5

8

支給決定件数

0

1

1

1

0

請求件数

5

8

11

15

5

支給決定件数

0

3

1

3

3

請求件数

0

4

1

6

2

支給決定件数

0

0

0

3

2

請求件数

支給決定件数

脳・心臓疾患の時間外労働時間別
支給決定件数※（ 全国 ）
R01
45時間未満

時間外・休日労働時間が月45時間
R02

を超えて長くなるほど、健康障害の

0

0

リスクが徐々に高まり、月100時間超

45時間以上

60時間未満

0

0

ま た は2 ～6 か月平 均で月 80 時間を

60時間以上

80時間未満

23

17

超えると健康障害リスクが非常に高く

80時間以上

100時間未満

76

79

なるという医学的検討結果に基づき、

100時間以上 120時間未満

39

45

厚生労働省では「過重労働による健康

120時間以上 140時間未満

41

19

障害防止のための総合対策」を策定し、

140時間以上 160時間未満

10

12

時間外・休日労働の削減、健康管理

160時間以上

11

6

体制の整備・健康診断の実施等を推進

200

178

合計

しています。

※異常な出来事への遭遇、短期間の過重業務を除く集計。

⇒「80時間以上100時間未満」が最も多い。

3

長時間労働者に対する医師による面接指導

パンフレット
ダウンロード

過重労働による脳・心臓疾患等の健康障害の発症を予防するため、長時間の時間
外・休日労働等をしている労働者に対して、事業者は医師による面接指導を行う
必要があります。

事 業

医
師

者

① 労働時間の状況の把握
② 労働時間の通知及び面接指導受診指示
⑤ 事後措置

労働者
（裁量労働制、
管理監督者含む）

努力義務：事業主
が自主的に定めた
基準に該当する者
安衛法第66条の9
安衛則第52条の8

義務：月100時間
超の時間外・休日
労働を行った者
安衛法第66条の8の2
安衛則第52条の7の2

義務：月80時間超
の時間外・休日労
働を行い、疲労蓄
積があり、面接を
申し出た者
安衛法第66条の8
安衛則第52条の2

義務：1週間当たり
の健康管理時間が
40時間を超えた時
間について月100
時間超行った者
安衛法第66条の4の2
安衛則第52条の7の4

努力義務：
上記対象者以外で
面接を申し出た者
安衛法第66条の9
安衛則第52条の8

努力義務：事業主
が自主的に定めた
基準に該当する者
安衛法第66条の9
安衛則第52条の8
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等
）
③
面
接
指
導
の
実
施

※

安衛法第66条の8
安衛則第52条の2

研究開発業務
従事者

（
産
業
医
、
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

※

義務：月80時間超
の時間外・休日
労働を行い、疲労
蓄積があり面接を
申し出た者

高度
プロフェッ
ショナル
制度適用者

④
事
後
措
置
に
関
す
る
意
見

セ
ン
タ
ー
の
「
長
時
間
労
働
者
に
対
す
る
医
師
の
面
接
指
導
」
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

産
業
医
の
選
任
義
務
の
な
い
労
働
者
50
人
未
満
の
事
業
場
は
、
無
料
で
地
域
産
業
保
健

大分県中部地域産業保健センター

別府市上田の湯町10-5

大分県北地域産業保健センター

中津市大字永添2110-8 中津市医師会内

電話 070-2153-0812

県南地域産業保健センター

佐伯市鶴谷町1-7-28 佐伯市医師会内

電話 070-2153-0813

日田玖珠地域産業保健センター

日田市清水町803-1

電話 070-2153-0814

豊肥地域産業保健センター

豊後大野市三重町百枝1086-12

別府市医師会内

日田市医師会内
豊後大野市医師会内

電話 070-2153-0811

電話 070-2153-0815

定期健康診断結果 検査項目別 有所見率の推移

定期健康診断結果報告書による

大分県の定期健康診断結果の有所見率は、全国平均を上回っています。何らかの
異常の所見があると認められる労働者が約６割に及ぶ状況にあり、労働者が職業
生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が労働
者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者
の健康管理を適切に講ずることが不可欠です。

■大分 ■全国

全項目の有所見率（％）

胸部Ｘ線検査有所見率（％）

55.90 55.51 57.83 56.64 59.44 58.51

大
分

H30

R01

全
国

R02

H30

R01

3.92 4.44

3.91 4.49

H30

R01

R02

貧血検査有所見率（％）

血圧検査有所見率（％）

16.29 16.09 17.49 16.54

3.74 4.32

18.3717.87

R02

8.95 7.70

8.96 7.69

8.94 7.66

H30

R01

R02

血中脂質検査有所見率（％）

肝機能検査有所見率（％）

33.70 31.76
16.51 15.53

17.13 15.78

17.9116.96

H30

R01

R02

血糖検査有所見率（％）

11.9011.69 11.73 11.84
H30

R01

H30

35.62 32.06 36.7133.27

R01

R02

尿糖検査有所見率（％）

12.47 12.05
R02

尿蛋白検査有所見率（％）

3.32 2.85

3.67 2.99

3.72 3.22

H30

R01

R02

心電図検査有所見率（％）

5.99 4.35

5.22 4.32

4.99 4.00

H30

R01

R02

10.96 9.89

11.40 9.92

H30

R01

12.10 10.29
R02
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健康診断実施後の措置と保健指導

パンフレット
ダウンロード

労働安全衛生法第66条の４及び第66条の５により、健康診断（※）の実施後には、
医師からの意見聴取と事後措置が義務付けられています。
※定期健康診断だけでなく、特殊健康診断も含まれています。

定期健康診断、特殊健康診断の実施

安衛法第66条第1項～3項

健康診断結果の記録の作成

安衛法第66条の３
☞各規則により5～40年間の保存義務あり

健康診断結果の労働者への通知

安衛法第66条の６

異常の所見があった労働者
異常所見がある場合、健康診断結果の判定区分は
「要経過観察」、「要再検査」、「要医療」等と記載されます

健康診断の結果についての医師等※からの意見聴取 安衛法第66条の４
就業区分

内容

就業上の措置の内容

通常勤務

通常勤務でよいもの

なし

就業制限

勤務に制限を加える
必要があるもの

勤務による負担を軽減するため、労働時間の短縮、
出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、
作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数減少、
昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要 休 業

勤務を休む必要が
あるもの

療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務さ
せない措置を講じる。

※産業医の選任義務のない労働者50人未満の事業場においては、地域産業保健センター
が無料で行う「健康診断の結果についての医師の意見聴取」サービスを活用できます。
（連絡先は4ページ下欄参照）

医師等の意見を勘案した事後措置

安衛法第66条の５

 医師等の意見を勘案してその必要があると認めるときは、当該労働者の実情を
考慮して、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、
作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数減少、昼間勤務への転換等の措置を
講じる。
 作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備
 医師等の意見の衛生委員会等への報告
6

メンタルヘルス対策
職場における心の健康づくり

パンフレット
ダウンロード

●厚生労働省の労働安全衛生調査
（実態調査）によると、職場生活で
強いストレスを感じる労働者の割合
が５割を超えています。また業務に
よる心理的負荷を原因として精神
障害を発症、あるいは自殺したとし
て労災認定された事案が増加してい
ます。
●厚生労働省は「労働者の心の健康の
保持増進のための指針」（メンタル

ヘルス指針）を定め、職場における
メンタルヘルス対策を推進しています。
この指針は労働安全衛生法の規定に
基づいて、事業場において事業者が
講ずる労働者の心の健康保持増進のた
めの措置が適切かつ有効に実施される
よう、メンタルヘルスケアの原則的な
実施方法について定めるものです。

４つのケア
ストレスへの気づき
ストレスやメンタルヘルスに対する正しい
労働者自らが心の健康の保持増進のために行う
理解
活動
自発的な相談

セルフケア

部下の事例性の把握
職場環境等の把握と改善
管理監督者が労働者の心の健康の保持増進の
労働者からの相談対応
ために行う活動
産業保健スタッフとの連携

ラインによるケア

研修の企画・実施、職場環境等の評価・改善、
セルフケアやラインケアの支援、労働者・
事業場内産業保健スタッフ等が労働者の心の
管理監督者からの相談対応、職場復帰への
健康の保持増進のために行う活動
支援、外部専門機関との連携

事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場外資源によるケア

個別の相談・治療
事業場外の様々な機関が事業場に対して心の
事業場内産業保健スタッフとの連携
健康づくり対策を支援する活動

メンタルヘルスケアの具体的な進め方
事業者の方針表明のもと、推進担当者を選任し、衛生委員会等での調査審議を経
て、心の健康づくり計画を策定し、４つのケアを進めましょう。
心の健康づくり計画の策定

セルフケア

ラインによるケア

衛生委員会における調査審議

事業場内産業保健
スタッフによる
ケア

事業場外資源
によるケア

・教育研修・情報提供
・職場環境等の把握と改善
・メンタルヘルス不調への気づきと対応 ・職場復帰における支援

個不
人利
情益
報取
保扱
護の
の防
配止
慮
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ストレスチェック制度

労働安全衛生法第66条の10

マニュアル
ダウンロード

ストレスチェックの実施

面接指導の実施

労働者のストレス状況を定期的に検査・
対処して、メンタルヘルス不調を未然に防
ぐ取組です。
常時使用する労働者に対して、年に1回、
ストレスチェックを実施する必要がありま
す。（労働者50人未満の事業場は、当分の
間努力義務となります。）
ストレスチェックの調査票には、「仕事
のストレス要因」、「心身のストレス反
応」、「周囲のサポート」の3領域を含みま
す。

高ストレスと評価された労働者から申出
があったときは、医師による面接指導を行
う必要があります。
事業者は、面接指導の結果に基づき、医
師の意見を勘案し、必要があると認めると
きは、就業上の措置を講じる必要がありま
す。

◎ストレスチェックの結果は直接本人に通
知し、本人の同意がない限りは事業者に提
供してはいけません。

ストレスチェック制度の流れ
導入前の準備（実施方法などの社内ルールの策定）
質問票の配布・記入
全
員

ストレス状況の評価
本人に結果を通知
本人から面接指導の申出

医師※による面接指導の実施

集
団
分
析

※

ス
ト
レ
ス
の
高
い
者

個人の結果を一定規模の
まとまりの集団ごとに
集計・分析
職場環境の改善

努
力
義
務

就業の措置の要否・内容に
ついて医師からの意見聴取

就業上の措置の実施
※労働者50人未満の事業場においては、地域産業保健センターが無料で行う
「ストレスチェックに係る高ストレス者に対する医師の面接指導」サービスを活用
できます。（連絡先は4ページ下欄参照）
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化学物質による健康障害防止対策
化学物質に起因する労働災害については、全国で年間500件程度で推移しており、危険物
によるものが約4割、有害物によるものが約6割となっています。化学物質による健康障害
防止のため、関係法令に基づく取組とともに各事業場でのリスクアセスメントとリスク低減
対策の実施が必要です。

大分県における業務上疾病の発生状況
１

業種別業務上疾病の発生状況
令和２年の業務上疾病発生件数は、前年比19件増の121件でした。
業種別では、保健衛生業、製造業、建設業、接客娯楽業、商業の順に多く発生しています。
保健衛生業

製造業

建設業

接客娯楽業

商業

37

（人）

28
27
24
21

20

13
12

18
16
15
12

H30

R01

R02

89

102

121

18
15
13

16

H28

H29

全業種
77
計

132

15
10
9
7

２

12
10
8

傷病分類別業務上疾病の発生状況
令和２年の傷病分類別業務上疾病の発生状況は、多いものから「負傷に起因する疾病」の
うち、「腰痛」、熱中症等の「異常温度条件による疾病」、「化学物質による疾病（がんを
除く）」、「作業様態に起因する疾病」の順でした。
負傷に起因する疾病
負傷に起因する疾病のうち腰痛
異常温度条件による疾病
作業様態に起因する疾病
化学物質による疾病（がんを除く）
じん肺及びじん肺合併症

（人）

69

55
50

46

41
36

33
28

19

21

40

40

31

32
25

23
13

7
6

0

H28

1

3

1

5
2

6
5

H29

H30

R01

R02

6

0
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金属アーク溶接等作業に係る措置について

屋内作業
パンフレット

屋外作業
パンフレット

特定化学物質第2類物質に「溶接ヒューム」が追加され、溶接
ヒュームが発生する「金属アーク溶接等作業」について新たな措置
が必要になりました。
溶接ヒュームとは

金属アーク溶接等作業とは

金属アーク溶接等作業に
おいて、加熱により発生
する粒子状物質です。
発がん性のほか、神経機
能障害、呼吸器系障害の有
害性があります。

アークを熱源とする溶接、
溶断、ガウジング作業や
堆積した溶接ヒュームの
清掃作業等が含まれます。

特定化学物質としての規制
１

有効な呼吸用保護具の使用
（特化則第38条の21第5項）

金属アーク溶接等作業に労働者を
従事させるときは、当該労働者に有効
な呼吸用保護具を使用させることが
必要です。
防じんマスク

① 作業に従事する労働者が対象物 に
汚染され、吸入しないように、作業
の方法を決定し、労働者を指揮する
こと
② 全体換気装置その他労働者 が健康
障害を受けることを予防するための
装置を１か月を超えない期間ごとに
点検すること
③ 保護具の使用状況を監視すること

【取り替え式・全面形面体】【取り替え式・半面形面体】【使い捨て式】

３

電動ファン付き呼吸用保護具
【全面形面体】

【半面形面体】

２ 特定化学物質作業主任者の選任
（特化則第27条、第28条）
「特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習」を修了した者の
うちから作業主任者を選任し、次の
職務を行わせることが必要です。
（ 令 和 4年 3月 31日 ま で は 経 過 措 置が
あります。）
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特定化学物質健康診断の実施等
（特化則第39条～第42条）

• 金属アーク溶接等作業に常時従事
する労働者に対し、雇入時、配置換
え時及びその後６月以内ごとに１回、
定期に、特定化学物質健康診断を
実施することが必要です。
• 健康診断の結果は、労働者に通知し、
健康診断結果個人票は、５年間保存
する必要があります。
• 特定化学物質健康診断結果報告書
（特化則様式第３号）を所轄労働
基準監督署長に提出する必要があり
ます。
• 健康診断の結果異常と診断された
場合は、医師の意見を勘案し、必要
に応じて労働者の健康を保持する
ために必要な措置を講じる必要が
あります。
粉じん作業にも該当するため「じん肺
健康診断」の実施も必要です。

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合の規制
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合は以下の措置が必要にな
ります。
屋外作業場や、建築中の建物内部等での金属アーク溶接等作業のように同じ場所
で繰り返し行わないものは含まれません。
１

全体換気装置による換気等
（特化則第38条の21第１項）

金属アーク溶接等作業に関する溶接
ヒュームを減少させるため、全体換気
装置による換気の実施またはこれと
同等以上の措置（※）を講じる必要が
あります。
※「同等以上の措置」には、プッシュ
プル型換気装置、局所排気装置が含
まれます。
【全体換気装置の例】【局所排気装置の例】

２

溶接ヒュームの測定、その結果に
基づく呼吸用保護具の使用及び
フィットテストの実施等
（特化則第38条の21第２項～第８項）
当該作業の方法を新たに採用し、
または変更しようとするときは、以下
の措置を講じることが必要です（令和
４ 年 ３ 月 31 日 ま で 経 過 措 置 が あ り ま
す。）。措置の流れは以下の通りです。
① 溶接ヒュームの濃度の測定
測定の結果がマンガンとして
0.05mg/㎥以上等の場合

左記以外
の場合

② 換気装置の風量の増加
その他必要な措置

• 溶接ヒュームの濃度の測定は、個人ばく
露測定により、空気中の溶接ヒュームの
濃度を測定します。

• 作業環境測定機関に測定を委託する場合
「有害物ばく露防止対策補助金」を受け
ることができます。(中小企業事業主で測
定の発注前に申請する必要があります。)
申請相談窓口は以下のとおりです。
全衛連（全国労働衛生団体連合会）
http://www.zeneiren.or.jp
電話 03-6809-5855
申請期限にご注意ください。
第1期 令和3年7月1日～8月31日
第2期 令和3年10月1日～11月31日
• 呼吸用保護具の選択の方法については溶接
ヒューム濃度測定の結果得られたマンガン
濃度の最大の値を使用し、既定の計算式に
より「要求防護係数」を算定します。「要
求防護係数」を上回る「指定防護係数」を
有する呼吸用保護具を選択します。
指定防護係数の一例
指定防
護係数

呼吸用保護具の種類
呼電
吸動
用フ
保ァ
護ン
具付
き

半
面
形
面
体

Ｓ級

Ａ級
Ａ級
又は

Ｂ級

ＰＳ３
又は

ＰＬ３
ＰＳ２
又は

ＰＬ２
ＰＳ１
又は

ＰＬ１

５０
３３
１４

③ 再度溶接ヒューム濃度の測定

④ 測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具を
選択し、 労働者に使用させる

⑤ 面体を有する呼吸用保護具の場合
１年以内ごとに１回、フィットテスト実施

• フィットテストはJIS T8150に定める方法
で呼吸用保護具の外側内側の対象物質濃度
を測定して既定の計算式により「フィット
ファクタ」を求めます。フィットテストは
令和5年3月31日まで経過措置があります。
• 令和3年4月6日付けの通達「フィットテス
ト実施者に対する教育の実施について」で
、フィットテスト実施者に対する教育実施
要領が示されました。
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建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策

パンフレット
ダウンロード

石綿障害予防規則等の改正のポイント
石綿含有建材を用いて建設された建築物の解体工事の増加が見込まれる中、石綿
の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散見
されることから、石綿障害予防規則が改正され、石綿によるばく露防止対策が強化
されます。
石綿飛散の危険性

＊赤字が改正事項
低

高
レベル１建材

レベル２建材

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板第１種(破砕時)
仕上塗材(電動工具での除去時)

レベル３建材

計画届の提出*14日前まで
(レベル２まで拡大)

事前調査結果等の報告（一定規模以上の工事※が対象）
■事前調査の実施
・調査方法を明確化
・資格者による調査
・調査結果の３年保存
・現場への備え付け
■作業計画の作成
作業計画に基づく作業状況などの
写真などによる記録・３年保存
■掲示

 作業場所を隔離し 、負圧
を維持
 集 じ ん ・ 排気装置の初回
時・変更時の点検
 作業前・作業中断時の
負圧点検
 隔離解除前の取残し確認
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■作業時に建材を湿潤な状態にする
■マスク等の使用
■作業主任者の選任
■作業者に対する特別教育の実施
■健康診断の実施

作業場所の隔離

※ 解体部分の床面積が80m2以上の建築物
の解体工事、請負金額が100万円以上の
建築物の改修工事及び特定の工作物の解
体・改修工事

石綿障害予防規則等の改正のポイント
工事開始前の石綿の有無の調査
• 工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書な
どの文書と目視で調査し（事前調査）、調査結果の記録を３年間保存する必要が
あります。
• 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせる必要
があります。（令和５年9月30日まで経過措置があります。）

工事開始前の労働基準監督署への届出
• 石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は１４日前までに労働基準監督
署に届け出る必要があります。
• 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を
電子システム（スマホも可）で届け出る必要があります。（令和４年3月31日ま
で経過措置があります。）

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制
• 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しが
ないことの確認の必要があります。

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
• 石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、

作業場の隔離の必要があります。
• 石綿が含まれているけい酸カルシウム板第１種を切断、破砕等する工事は、作業
場の隔離の必要があります。
• 石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行う
必要があります。

写真等による作業の実施状況の記録
• 石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状
況を写真等で記録し、３年間保存する必要があります。
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第９次粉じん障害防止総合対策

パンフレット
ダウンロード

粉じん障害防止規則（粉じん則）が施行された昭和55年と比べ、新たにじん肺の
所見がみられた労働者の数は、大幅に減少しています。厚生労働省では、粉じん
障害防止対策をより一層推進するため、第９次粉じん障害防止総合対策（平成30年
度～令和4年度）を策定しました。
事業者の方におかれましては、この総合対策に基づき、粉じん障害防止のための
措置を徹底するとともに、粉じん作業に従事する労働者の方も、事業者が講じる
措置を実施しましょう。

第９次粉じん障害防止総合対策の重点事項
1. 手持式・可搬式動力工具による岩石・鉱物の研磨作業・ばり取り作業、鉱物等の
破砕作業に従事する労働者には、屋外での作業を含め、有効な呼吸用保護具を着
用させましょう。
2. 「ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策に関するガイドライン」に基づ
く対策を徹底しましょう。
特に、①動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業、②動力を用いて鉱物
等を積み込み、又は積み卸す場所における作業、③コンクリート等を吹き付ける
場所における作業では電動ファン付き呼吸用保護具の着用が義務付けられていま
す。電動ファン付き呼吸用保護具の使用に当たっては、作業中にファンが有効に
作動することが必要であるため、予備電池の用意や休憩室での充電設備の備え付
けを行いましょう。
3. 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
労働者に対し、防じんマスクなどの使用の必要性について教育を行い、「保護具
着用管理責任者」を選任し、以下のことを実施させましょう。
① 呼吸用保護具の選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導
② 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄
③ 呼吸用保護具のフィルタ交換の管理
【電動ファン付き呼吸用保護具を使いましょう】
電動ファン付き呼吸用保護具は、マスク面体内が陰圧にならないため、防護係数
が高く、楽に呼吸できます。
4. じん肺健康診断の着実な実施
粉じん作業に労働者を従事させる際には、じん肺法に基づき「じん肺健康診断」
の実施が事業者に義務付けられています。労働者の健康管理のためにじん肺健康
診断を実施しましょう。
また、じん肺健康管理実施状況報告を毎年所轄の労働基準監督署に提出しましょ
う。

5. 離職後の健康管理等
じん肺管理区分が管理2又は管理3の労働者は、離職後、都道府県労働局に申請す
ることにより、健康管理手帳が交付され、健康管理手帳所持者は、無料でじん肺
健康診断を年に1回受けることができます。
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ずい道等建設工事における粉じん対策に関する
ガイドラインの改正

パンフレット
ダウンロード

ずい道等建設工事現場における粉じん対策のうち、事業者が実施すべき事項と関係する
法令の規定のうち重要なものを一体的に示したガイドラインが改正されました。
主な改正事項は次の通りです。

１

ずい道等の掘削等作業主任者の職務の追加

ずい道等の掘削等作業主任者の職務として、次の事項が追加されました。
●空気中の粉じんの濃度等の測定方法およびその結果を踏まえた掘削等の作業の
方法の決定
●換気等の方法の決定
●粉じん濃度等の測定結果に応じた、労働者に使用させる呼吸用保護具の選択
●粉じん濃度等の試料採取機器の設置の指揮、または自らこれを行うこと
●呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと
●呼吸用保護具の使用状況の監視
２

粉じん発生源に関する措置の強化

現行のガイドラインに定める事項に加え、以下の事項が新たに定められました。
●工法について、設計段階において、より粉じん発生量の少ないトンネルボーリン
グマシン工法や、シールド工法等の採用を検討すること。
●コンクリートの吹付作業について、以下の事項を新たに記載。
・湿式型の吹付機械装置と同等以上の措置としてエアレス吹付技術を明示。
・吹付時の粉じん濃度を低減させるため、粉体急結剤、液体急結剤の使用と分割
練混ぜの導入を図ること。
・より本質的な対策として、遠隔吹付技術の導入を検討すること。
●エアカーテン、移動式隔壁等、切羽等の粉じん発生源において発散した粉じんが
坑内に拡散しないようにするための方法の導入を図ること。
３

換気装置等による換気の強化

現行のガイドラインに定める事項に加え、以下の事項が新たに定められました。
●換気方式の選定に当たり、より効果的な換気方法である吸引捕集方式の導入を
図ること。
●新たな換気設備として、局所集じん機、伸縮風管、エアカーテン、移動式隔壁等
の導入を図ること。
４

粉じん目標濃度レベルの引き下げ（強化）と改善措置の充実

●粉じん濃度目標レベルが現行の３mg/㎥から２mg/㎥に引き下げられました。
●評価値が粉じん濃度目標レベルを超える場合に行う換気装置の風量の増加のほか
必要な措置として、以下の事項が追記されました。
・より効果的な換気方式への変更
・集じん装置による集じんの実施
・風管の設置方法の改善
・粉じん抑制剤の使用
５

呼吸用保護具の使用基準の強化

現行のガイドラインに定める事項に加え、以下の事項が新たに定められました。
●掘削作業、ずり積み作業、またはコンクリート等吹付作業の
いずれかに労働者を従事させる場合にあっては、粉じんの濃度等の
測定の結果に応じて、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を 半面形面体
電動ファン付き
使用させること。
呼吸用保護具
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放射線業務を行う事業場の方へ 改正電離則により
眼の水晶体の被ばく限度の見直しが行われました

パンフレット
ダウンロード

放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引き下げ
放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量は、

５年間につき 100mSv および １年間につき

50mSv

を超えてはいけません。
• 「５年間」の途中に新たな事業場の放射線業務従事者となった場合は、前の事業場から
交付された線量の記録を新たな事業場に提供して、「５年間」の始期以降の被ばく線量
を確認できるようにしてください。
• 防護眼鏡などの使用時には、胸部または腹部や襟元などに装着した放射線測定器に加え、
防護眼鏡の内側などに装着した放射線測定器による測定で算定することもできます。
• 一定の医師（遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受け

る等価線量が５年間につき100mSvを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に
高度の専門的知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができな
い者）については、眼の水晶体に受ける等価線量の限度が次のとおりとなります。
令和３年４月１日～令和５年３月31日の間

１年間につき50mSv

令和５年４月１日～令和８年３月31日の間

３年間につき60mSvおよび１年間につき50mSv
パンフレット
ダウンロード

線量計は正しく装着し、線量を把握しましょう
❶ 均等被ばく
放射線測定器１個装着
A

❷ 不均等被ばく
（防護エプロン着用時など、体に受ける被ばく線量が均等でない場合）

放射線測定器２個以上装着

男性または妊娠する可能性
がないと診断された女性

例

A以外の女性

B 腹部
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末端部で不均等被ばく

❶のAまたはB

❶のAまたはB

最も多くの放射線に
さらされるおそれのある
体幹部

最も多くの放射線に
さらされるおそれのある
末端部

＋

A 胸部

B

体幹部で不均等被ばく

防護エプロンに覆われて
いない襟元

＋

例

X線透視化での
手術時などの指

受動喫煙防止対策
令和２年４月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となりました。改正法では、原則屋内
禁煙となり、喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみとなります。この際に設置可能な喫煙室は、事業
者の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、喫煙室の設置が可能か否か、よく確
認しましょう。

飲食店
既存特定飲食提供施設
は経過措置あり※1

病院・診療所、
学校・児童福祉
施設、行政機関の
庁舎等

左記以外の
全ての施設

原則屋内禁煙

敷地内禁煙

原則屋内禁煙

基準を満たした喫煙専用室、
加熱式たばこ専用喫煙室のみ
喫煙可

屋外に喫煙場所設置可

基準を満たした喫煙専用室、
加熱式たばこ専用喫煙室のみ
喫煙可

※1 既存特定飲食提供施設については、経過措置として喫煙可能室を設置できます。
既存特定飲食提供施設とは、下記3つの条件を全て満たしている事業者の施設をいいます。
条件1・・・令和2年4月1日時点で営業している飲食店であること
条件2・・・資本金5,000万円以下であること
条件3・・・客席面積100㎡以下であること

受動喫煙防止対策助成金について

手引・様式
ダウンロード

中小企業事業者が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙
専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して、助成金を交付
する制度を設けています。助成対象となる措置、内容は以下のとおりです。

指定たばこ
専用喫煙室の
設置･改修

喫煙専用室
の設置・改修

既存特定飲食提供施設で料理店、飲食店等を営む事業者のみ
次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技
術的基準に適合すること。

次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技
術的基準に適合すること。

ア 出入口において、室外から室内に流入する空気
の気流が、0.2 メートル毎秒以上であること。

ア 出入口において、室外から室内に流入する空気
の気流が、0.2 メートル毎秒以上であること。

イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、 イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、
天井等によって区画されていること。
天井等によって区画されていること。
ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されて
いること。

ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されて
いること。

エ 専ら喫煙の目的で喫煙専用室を使用するため
の構造や設備であること。

助成対象経費
一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など

助成率
助成対象経費の2/3（上限100万円、1,000円未満切捨）
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治療と仕事の両立支援

ポータルサイト
QRコード

日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場におい
て、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えることが予想
されることから、厚生労働省では「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」を策定し、企業の意識改革や地域における支援体制の強化のため、周知啓発を進めて
います。

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
本ガイドラインは、治療が必要な疾病を
抱える労働者が、業務によって疾病を増悪
させることがないよう、事業場において適
切な就業上の措置を行いつつ、治療に対す
る配慮が行われるようにするため、関係者
の役割、事業場における環境整備、個別の
労働者への支援の進め方を含めた、事業場
における取組をまとめたものです。
本ガイドラインが対象とする疾病は、が
ん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その
他難病など、反復・継続して治療が必要と
なる疾病であり、短期で治癒する疾病は対
象としていません。
・両立支援を行うための環境整備
事業場において両立支援実施前の準備
で取り組むことが望ましい事項は以下の
とおりです。
①事業者による基本方針等の表明と
労働者への周知
②研修等による両立支援に関する意識
啓発
③相談窓口の明確化等
労働者が安心して相談・申出できる
相談窓口及び情報の取扱い等を明確化
④休暇・勤務制度の整備等
両立支援のために利用できる休暇・
勤務制度を検討・導入
【休暇制度】
・時間単位の年次有給休暇
・傷病休暇・病気休暇
【勤務制度】
・短時間勤務制度 ・テレワーク
・時差出勤制度 ・試し出勤制度
ガイドライン・マニュアル
ダウンロード
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両立支援の検討は、労働者からの申出から始まります

① 勤務情報
の提供

勤務情報
○○先生 殿

医療機関

本人 ○○○○
株式会社○○○○

意見書

労働者

主治医
○○○○

企

主治医

② 意見書

業

③ 両立支援プラン/
職場復帰支援プランの作成
両立支援プラン

産業医等の意見

企業・医療機関連携マニュアル
解説編・事例編
「企業・医療機関連携マニュアル（解説
編）」は、企業と医療機関が情報のやり取
りを行う際の参考となるよう、ガイドライ
ン掲載の様式例に沿って作成のポイントを
示すものです。

大分県地域両立支援推進チーム
大分労働局では、大分産業保健総合支援
センター、がん・肝疾患・難病の診療連携
拠点病院ほか関係団体と連携を図るため、
「大分県地域両立支援推進チーム」を組織
し、治療と仕事の両立支援に関する情報を
共有しています。
各団体では、事業者、労働者からの相談
に応じています。次頁の連絡先まで、お気
軽にお問い合わせください。

大分県地域両立支援推進チーム構成員の名称と相談内容

電話番号

大分産業保健総合支援センター
事業者に対する啓発セミナーや管理監督者向けの両立支援教育の実施、関係者から
の相談、事業場への個別訪問支援、患者（労働者）と事業者との個別調整支援

大分大学医学部附属病院 がん相談支援センター
がん患者の就労に関する相談やがん治療に関する全般的な相談

大分県立病院 がん相談支援センター
がん患者の就労に関する相談やがん治療に関する全般的な相談

大分赤十字病院 医療連携･患者支援センター
がん患者の就労に関する相談やがん治療に関する全般的な相談

別府医療センター がん相談支援センター
がん患者の就労に関する相談やがん治療に関する全般的な相談

中津市立中津市民病院 相談支援センター
がん患者の就労に関する相談やがん治療に関する全般的な相談

大分県済生会日田病院 がん相談支援センター
がん患者の就労に関する相談やがん治療に関する全般的な相談

大分県 福祉保健部 健康づくり支援課 がん･難病対策班
大分県難病相談・支援センター
難病治療及び就労・就労継続等についての相談

大分市保健所 保健予防課
大分県医師会 保険課
医療連携センター等の紹介

日本労働組合総連合会 大分県連合会
地域の働く人たちのよりどころとしての、労働者からの労働相談

大分県経営者協会
メンタルヘルス、ハラスメント対策をはじめ、職場環境改善に関する企業への支援

（一社）大分県労働基準協会
労働基準法・労働安全衛生法等の普及、労働安全衛生法等に基づく各種講習会の開催

大分県社会保険労務士会【両立支援関係】総合労働相談ダイヤル
事業者に対するセミナーの開催、事業者・労働者双方から就業継続等に関する相談

大分県医療ソーシャルワーカー協会（大分大学医学部付属病院 内）
復職などの社会復帰の支援

（一社）日本産業カウンセラー協会 九州支部
産業に関わる方へのカウンセリングによる個人支援

097-573-8070

097-586-6376
097-546-7062
097-532-6181
0977-67-1111
0979-22-6521
0973-22-8772
097-506-2674
097-578-7831
097-535-7710
097-532-9121
0120-154-052
097-532-4745
097-585-5765
0570-064-794
097-586-6369
092-434-4433

日本キャリア開発協会
治療と職業生活の両立に悩んでいる就労者や休退職者の方を対象とした相談
（1回30分の電話無料相談・通話料はご相談者負担、予約制）
申込先 https://www.j-cda.jp/hatarakikata/index.php

大分労働局 職業安定部 職業安定課
長期にわたる治療等が必要な疾患をもつ求職者に対する就職支援事業の実施

左記HPから申込

097-535-2090

ハローワーク大分
就職支援ナビゲーターによる、がんまたは肝疾患等の診療連携拠点病院と連携した、
離職を余儀なくされた長期療養者等に対する就職支援

大分労働局 労働基準部 健康安全課
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

097-538-8609

097-536-3213
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新型コロナウイルス感染症対策
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

パンフレット
ダウンロード

職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、”取組の５つのポイント”
が実施できているか確認しましょう。

取組の５つのポイント
１

テレワーク・時差出勤の積極的な活用を行う

• 厚生労働省では、テレワーク相談センターにおける相談支援、
労働時間管理の留意点等をまとめたガイドラインを作成しています。

• テレワークの導入にあたって必要なポイント等をまとめた
リーフレットも作成しています。

２

ガイドライン
ダウンロード

体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定める

• 感染者が発生した場合の対応手順を定め、社内で共有したり、
入口にサーマルシステムを設置し、発熱者の入場を禁止している

実践例があります。

３

職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、
密にならない工夫を行う

• ITを活用して、対面での打ち合わせや会議に代わり、Bluetooth機器を
使った無線での打ち合わせやWEB会議システムの活用など、３密を
避けたコミュニケーションをとっている実践例があります。

４

休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など
「感染リスクが高まる『５つの場面』」での対策・呼びかけを行う

• 休憩室や食堂のテーブルをパーテーションで区切ったり、座席の配置を工夫したりして、
対面や密を避けている実践例があります。

５

手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒など、
感染防止のための基本的な対策を行う

• 入口に消毒液を設置したり、複数人が触る可能性がある機械の
スイッチ類を定期的に消毒するようにした実践例があります。
職場における感染防止対策についての相談は、大分労働局健康安全課「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」（電話097-536-3213）までお問い合わせ
ください。
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新型コロナウイルス感染症に係る労働者死傷病報告の提出について
労働者が業務に起因して新型コロナウイル
スに感染・発症し、休業した場合には、事
業場を所轄する労働基準監督署に労働者死
傷病報告を提出する必要があります。

パンフレット
ダウンロード

② 顧客等の近接や接触の機会が多い労働

環境下での業務
例 小売業の販売員、バス・タクシーの
運転手、保育士、診療所や薬局の受
付など

 医師、看護師、介護従事者等の医療従事
者等が新型コロナウイルスに感染した
場合は、業務外で感染したことが明らか
な場合を除き、原則として報告の対象と
なります。
 医療従事者等以外の労働者であって感染
経路が特定された場合で、感染源が業務
に内在していることが明らかな場合は、
報告の対象となります。
 医療従事者等以外の労働者であって感染
経路が特定されない場合であっても、感
染リスクが相対的に高いと考えられる
業務に従事し、業務により感染した蓋然
性が高いものと認められる場合は、報告
の対象となります。
① 労働者本人を含む複数の感染者が
確認された労働環境下での業務
例 会社の事務室で新型コロナウイルス
に感染した者が勤務していたことが

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
チェックリスト
ダウンロード

確認され、感染リスクが相対的に高
いと考えられる労働環境下で業務に

従事しており、私生活での行動等
から一般生活では感染するリスクが
非常に低い状況である場合

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基本的な対策の実施
状 況 につ い て 、 チェ ック リ スト を使 っ て
職場の実態を確認し、できることを確実に
実施しましょう。
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名

称

電話番号・FAX番号

管轄区域

〒870-0016
大 分 労 働 基 準 監 督 署 大分市新川町2-1-36
大分合同庁舎2F

安全衛生課
電話 097-535-1513
Fax 097-536-2471

大分市・別府市・
杵築市・由布市・
国東市・日出町・
姫島村

〒871-0031
中 津 労 働 基 準 監 督 署 中津市大字中殿550-20
中津合同庁舎2F

電話 0979-22-2720
Fax 0979-22-2959

中津市・
豊後高田市・
宇佐市

電話 0972-22-3421
Fax 0972-24-0934

佐伯市・臼杵市・
津久見市

電話 0973-22-6191
Fax 0973-22-4855

日田市・玖珠町・
九重町

電話 0974-22-0153
Fax 0974-22-7315

竹田市・
豊後大野市

佐伯労働基準監督署

日田労働基準監督署

所

在

地

〒876-0811
佐伯市鶴谷町1-3-28
〒877-0012
日田市淡窓1-1-61
〒879-7131

豊後大野労働基準監督署 豊後大野市三重町市場
1225-9

三重合同庁舎4F

〒870-0037

大分労働局
大分市東春日町17-20
労働基準部 健康安全課

電話 097-536-3213
大分第２ソフィアプラザビル6F Fax 097-537-7422

R03.08

