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「埼玉第１３次労働災害防止計画」の策定について 
 
埼玉労働局長（局長 荒木祥一）は、2018 年度から 2022 年度までの 5 ヵ年を計画期

間とする「埼玉第１３次労働災害防止計画」を策定したので公表します。 

昭和 33 年以来、国の労働災害防止計画及び管内事情を踏まえ、これまでに 12 次にわ

たる埼玉労働災害防止計画を策定し、種々の対策に取り組んできたところですが、埼玉

県内においては今もなお、労働災害による死亡者数は年間 30 人を超え、休業 4 日以上

の死傷者数は、年間 6,000 人近くに及んでいます。 

本計画は、誰もが安心して健康に働くことができる社会の実現に向け、労働災害の動

向や、社会情勢の変化を見据え、今年度からの 5年間に埼玉労働局が重点的に取り組む

事項を示したものです。埼玉労働局では、本計画に基づき、労働災害の減少に向け労働

災害防止対策を強力に推進することとしています。 

 

埼玉第１３次労働災害防止計画の骨子 

１ 埼玉県内の現状 

 （１）「埼玉第１２次労働災害防止計画」の期間中の労働災害発生状況 

平成29年の死亡者数は32人（平成24年より28.9％減少）、死傷者数は5,824

人（休業4日以上の死傷者数をいいます。以下同じ。）で、平成24年と比較し

て死亡者数の20％以上の減少（36人以下）については目標を達成したが、死傷

者数の15％以上の減少（4,840人以下）については目標を達成できなかった。 

（２）労働災害、健康確保・職業性疾病の動向 

死亡災害は減少傾向にあるが、依然、建設業・製造業・陸上貨物運送事業の

占める割合が高く、死傷災害については、ここ5年間は微増傾向にあり、第三

次産業では増加又は高止まりである。（特に社会福祉施設は過去5年で７割以

上増加） 

また、健康確保、職業性疾病については、長時間労働者の健康確保対策、メ

ンタルヘルス対策の取り組みが重要となっている。 
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２ 計画の期間 

  2018 年度～2022 年度 

 

３ 目標 

 （１）計画の目標  

労働災害による死亡者数を 2017 年と比較して 2022 年までに 20％以上減少。 

労働災害による死傷者数を 2017 年と比較して 2022 年までに７％以上減少。 

 （２）重点業種ごとの目標   

建 設 業：死亡者数を2017 年と比較して2022 年までに50％以上減少。 

製  造  業：死亡者数を 2017 年と比較して 2022 年までに 20％以上減少。 

林      業：死亡者数を 12 次期間と比較して 13 次期間中で 50％以上減少。 

第三次産業 : (特に次の業種)小売業、社会福祉施設、飲食店 

  2022 年までに 2017 年の死傷者数(小売 673 人・社会福祉施設

376 人・飲食店 228 人)より減少させる。 

陸上貨物運送事業:2022年までに2017年の死傷者数（1,062人）より減少させる。 

 

４ 重点施策 

 （１）重点とする労働災害・健康確保・職業性疾病対策 

  ①墜落・転落災害の防止 ②施設、設備、機械に起因する災害の防止  

③伐木等作業の安全対策 ④産業医・産業保健機能の強化 ⑤転倒災害の防止 

 ⑥メンタルヘルス対策 ②過重労働対策 ③化学物質による健康障害防止対策 

  ④腰痛予防対策 ⑤熱中症対策 ⑥受動喫煙防止対策 

  ⑦労働者の治療と職業生活の両立支援 

（２）業種横断的な取り組み 

     ①リスクアセスメントの普及促進 ②高年齢労働者対策 ③非正規労働者対策 

   ④企業の安全衛生意識高揚の促進  ⑤労働災害防止団体等の活動支援 

  ⑥労働者の治療と職業生活の両立支援 

 

（詳細は、別添のリーフレット及び計画本文を参照してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    【業種別の死傷者数（死亡者数）の推移】   （単位：人） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

業種 平成24年 平成29年 災害増減率 

建設業 748(13) 657(13) －12.2％(±0％) 
製造業 1,486(15) 1,396(３) －6.1％(－80.0%) 
林業 9(１) 11(１) +22.2％(±0％) 

第三次産業 2,358(９) 2,597(９) +10.1％(±0％) 
 小売業 610 673 +10.3％ 

社会福祉施設 211 376 +78.2％ 
飲食店 184 228(１) +23.9％(―) 

陸上貨物運送事業 1,001(７) 1,062(６) +6.1％(－14.3％) 
全業種合計 5,695(45) 5,824(32) +2.3％(－28.9％) 

「埼玉労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中

期計画です（５年ごとに埼玉労働局長が策定）。第 13 次計画の期間は 2018 年度～2022 年度。 

埼玉第 13 次労働災害防止計画のポイント 

 
埼玉第１２次労働災害防止計画の目標達成状況 

•死亡者数：３２人（平成2４年より２８．９％減少） 

•死傷者数：5,824人（休業4日以上の死傷者数をいいます。以下同じ。平成2８年より増加） 

 埼玉第12次労働災害防止計画の目標である、平成29年において平成24年と比較して死亡者数

の20％以上の減少（36人以下）については目標を達成したが、死傷者数の１５％以上の減少

（4,840人以下）については目標に達しなかった。 

埼玉第１２次労働災害防止計画の重点業種ごとの目標達成状況は以下のとおり。 

・建 設 業：死亡者数   13人（平成28年より増加 ×目標値8人以下を未達成） 

・製 造 業：死亡者数    3人（平成28年より減少  ○目標値７人以下を達成） 

・小 売 業：死傷者数  673人（平成28年より減少  ×目標値488人を未達成） 

・社 会 福 祉 施 設：死傷者数  376人（平成28年より減少  ×目標値189人を未達成） 

・飲 食 店：死傷者数  228人（平成28年より減少  ×目標値147人を未達成） 

・陸上貨物運送事業：死傷者数 1,062人（平成28年より増加  ×目標値850人を未達成） 

 重点業種では、製造業は目標を達成できたが、他の５業種は目標を達成することができず、社会

福祉施設では目標値の約２倍の死傷者数となっている。

労働災害、健康確保・職業性疾病の動向 

・死亡災害は減少傾向にあるが、依然、建設業・製造業・陸上貨物運送事業の占める割合が高い 

・死傷災害については、ここ5年間は微増傾向にあり、第三次産業では増加又は高止まりとなって

いる。 

 （特に社会福祉施設は過去5年で７割以上増加） 

・長時間労働者の健康確保対策、メンタルヘルス対策の重要性の高まり 

現状と課題 

埼玉労働局・各労働基準監督署 

・ 第12次に引き続き、労働災害全体の減少目標に加え、重点対策ごとに数値目標を

設定し、達成状況を踏まえて対策を展開 

・ 労働人口の高齢化や就業構造の変化に対応した対策を推進 

・ メンタルヘルス不調の予防や、疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立などを含め

た、健康確保対策の強化 

ポイント 

埼玉第 13 次労働災害防止計画のポイント 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 埼玉労働局・各労働基準監督署 Ｈ30.4 

○安全衛生教育の確実な実施を推進 

○介護労働者の身体的負担軽減を図る介護機器の導入促進、荷物の積み卸

し等の定型的な重筋業務時の身体への負担を軽減する機械等の普及 

○WBGT 値測定器の普及、休憩の確保、水分・塩分の補給 

○熱中症予防対策の先進的な取組の紹介、労働者等向け教育ツールの周知 

腰痛・熱中症対策  
【目標】  

腰 痛 第三次産業、陸上貨物運送事業の 

腰痛による死傷者数を、2022 年 

までに 2017 年よりも減少させる 

熱中症 死傷者数を12次防期間と比較し

て13次防期間中で5％以上減少 

○法定の健康診断や事後措置、労働者の健康管理に関するトップの取組 

方針の設定等、企業における健康確保措置を推進 

○産業医・産業保健機能の強化 

○過重労働による健康障害防止対策を推進 

○メンタルヘルス不調を未然に防止するための取組、ストレスチェックの

集団分析結果を活用した職場環境改善の取組を推進 

○労働者が安心してメンタルヘルス等の相談を受けられる環境の整備 

○パワーハラスメント防止対策の推進 

メンタルヘルス対策  
【目標】 

・仕事上の不安、悩み、ストレスについて、

職場に事業場外資源を含めた相談先があ

る労働者の割合を 90％以上 

・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事

業場の割合を 80％以上 

・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ結果を集団分析し、その結果を

活用した事業場の割合を 60％以上 

健康確保・職業性疾病対策 

○通知義務対象以外の物質についても、ラベル表示及び SDS 交付を推進 

○危険有害性が判明していない物質が安易に用いられないよう指導啓発 

○RA 結果に基づく作業改善の実効をあげるための支援方法の周知 

○化学物質を取り扱う労働者への安全衛生教育の充実 

化学物質対策  
【目標】ラベル表示と安全データシート

(SDS)の交付を行っている化学物

質譲渡・提供者の割合を80％以上 

○足場、はしご、屋根等様々な場所からの墜落・転落災害対策を推進 

○フルハーネス型墜落防止用保護具の使用の推進 

○関係請負人まで安全衛生経費が確実に渡るよう発注者に要請 

○解体工事での安全の確保、アスベストばく露防止を徹底 

建設業対策  
【目標】死亡者数を 2017 年と比較して 

2022 年までに 50％以上減少 

重点業種対策 

○機械設備の本質安全化（機械そのものを安全にすること）により、

機械によるはさまれ・巻き込まれ災害を防止 

○施設・設備の経年劣化によるリスクの低減 

○食料品製造業について、職長に対する教育の実施を推進 

製造業対策 
【目標】死亡者数を 2017 年と比較して 

2022 年までに 20％以上減少 

○ガイドラインによる安全な伐倒作業等の普及、下肢用保護具の着用

の徹底、安全なかかり木処理方法の普及等による、伐木等作業の安

全対策の充実強化 

林業対策 
【目標】死亡者数を 12 次期間と比較して 

13 次期間中で 50％以上減少 

○荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく、労働災害防止の徹底 

○荷主に対する、荷待ち時間の削減、施設・設備の改善等の支援を要請 

○インターネット販売の普及等、荷役の実態に即した対策の推進 

陸上貨物運送事業対策  
【目標】2022 年までに 2017 年の死傷者数

より減少させる 

○本社・本部による労働災害防止対策への参画を推進  

○「危険の見える化」、リスクアセスメント(ＲＡ)による設備改善、

ＫＹ活動等による危険感受性の向上 

○社会福祉施設における腰痛予防のため、安全衛生教育・介護機器等  

の導入促進 

○小売業・飲食店における雇入れ時の安全衛生教育の徹底 

○４Ｓ、｢危険の見える化｣、適切な靴の着用等による転倒災害の防止 

第三次産業対策 (特に以下の業種) 
【重点業種】 

小売業、社会福祉施設、飲食店 

【目標】  

 2022 年までに 2017 年の死傷者数より 

 減少させる 

◆ 労働災害による死亡者数を 2017 年と比較して 2022 年までに 20％以上減少  

◆ 労働災害による死傷者数を 2017 年と比較して 2022 年までに７％以上減少 
計画の目標 


