
企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.安全衛生活動を本部、店舗を問わず全社をあげて取り組むものとし各所属長は責任をもって、所属部・店

の安全衛生を推進する。

2.労働災害削減対策、特に災害理由の過半を占める「切れ・こすれ」「転倒」に対する対策を重点実施す

る。

3. 集合研修および本部・店舗の安全衛生委員会を活用し全従業員への安全衛生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。

【安全衛生の取組（概要）】

1. 店舗における安全衛生体制の整備

店舗には衛生管理者、安全管理者、衛生推進者を配置し、選任者は安全衛生業務を推進する。

2. 労働災害防止マニュアルの作成

労働災害分析に基づき、要因別労働災害防止の作業マニュアルを作成し従業員に周知する。

3. 集合研修時に安全衛生教育を実施する。

4. 「労働災害0（ゼロ）をめざして」のポスター作成

ポスターの掲示板への掲示により安全衛生に対する意識高揚につなげる。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

サミット株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.安全衛生活動の推進を図るために、管理体制を明確にし、社員が笑顔で働きやすい職場環境を整えること

に努めます。

2.すべての社員に対し、安全衛生確保に必要かつ十分な教育をし、一人ひとりの安全に対する意識を高めて

いきます。

3.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します。

【安全衛生の取組（概要）】

1.｢切創防止手袋｣導入で包丁による切創防止

2.｢作業前準備体操｣による腰痛･転倒予防

3.労災発生事例の水平展開による注意喚起(発生の都度)

4.産業医による全店月1回の職場巡視による職場環境の点検

【経営トップによる安全衛生方針】

経営トップによる安全衛生方針公表企業等一覧（小売業）
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企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　安全衛生活動は、企業経営の基盤であり、我が社で働く人及び地域社会の安全・健康に及ぼす影響を最小

限となるよう企業活動の中で安全衛生管理を徹底し、自負できる職場を目指します。

【経営トップによる安全衛生方針】

株式会社　ダイエー 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.多様な人材が長く活躍でき、安心して働き続けることができる環境を整備します。

2.従業員のメンタル疾患や生活習慣病により経営に与える悪影響を防止するために健康経営を推進します。

3.教育・研修を通じて、労働安全衛生および健康保持増進に対する意識の醸成を図ります。

【経営トップによる安全衛生方針】

株式会社トモズ 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.全ての従業員に分け隔てなく、一人一人の安全意識向上を図るべく、啓蒙活動を推進します。

2.同一型事故の再発防止を目的として、研修等を通じ、正しい作業方法の徹底・周知を図ります。

3.ブロック長やエリアスーパーバイザーの指導の下、店舗に潜む危険を未然に取り除く、ＫＹ(危険・予知)

活動に積極的に取り組みます。

【経営トップによる安全衛生方針】

pdfファイル 

pdfファイル 

pdfファイル 
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企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社ドン・キホーテ 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

ドン・キホーテグループは、職場の安全衛生に関する法令や規定を遵守するとともに、従業員が安全で快適

に職務に従事できる労働環境の形成に努めます。

人財である従業員が最大限に能力を発揮するためには健康な心身と職場の安全衛生の確保が不可欠であるこ

とを認識し、その実現に向けて継続的に検証と改善策の企画・立案に努めます。

【安全衛生の取組（概要）】

1.各事業場の常時雇用する人数に関わらず、月一回安全衛生委員会及び週1回の巡視を致します。

2.各事業場で起きた労働災害にとどまらず、グループ内で起きた労働災害で、他事業場に共有すべきケース

においては、本社発信により、当月もしくは翌月の安全衛生委員会で審議し、その議事録を周知すること

で、再発防止を図ります。

3.本社策定「労働災害防止取組計画」に基づき、発生件数が多い労働災害においては、危険の見える化を目

的とするポスターなどを定期的に周知し、労働災害の発生を未然に防ぎます。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

準備中

株式会社長崎屋 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　ドン・キホーテグループは、職場の安全衛生に関する法令や規定を遵守するとともに、従業員が安全で快

適に職務に従事できる労働環境の形成に努めます。

　人財である従業員が最大限に能力を発揮するためには健康な心身と職場の安全衛生の確保が不可欠である

ことを認識し、その実現に向けて継続的に検証と改善策の企画・立案に努めます。

【安全衛生の取組（概要）】

1.各事業場の常時雇用する人数に関わらず、月一回安全衛生委員会及び週1回の巡視を致します。

2.各事業場で起きた労働災害にとどまらず、グループ内で起きた労働災害で、他事業場に共有すべきケース

においては、本社発信により、当月もしくは翌月の安全衛生委員会で審議し、その議事録を周知すること

で、再発防止を図ります。

3.本社策定「労働災害防止取組計画」に基づき、発生件数が多い労働災害においては、危険の見える化を目

的とするポスターなどを定期的に周知し、労働災害の発生を未然に防ぎます。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

準備中
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企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社ファミリーマート 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　私たちファミリーマートは、来るたびに新しい発見があり、新鮮さあふれたコンビニ、便利で安心できる

サービスを通じ、お客さまの気持ちに一番いちばん近い存在を目指しています。

　お客さまにとって真に快適で買い物しやすい環境の実現には、ファミリーマートにおける全ての店舗、及

び事務所で働く人々が、安全で安心して働くことのできる職場環境を確保していくことが必要不可欠である

ため、ファミリーマートは安全衛生の基本方針を定めます。

【経営トップによる安全衛生方針】

マックスバリュ関東株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

当社は、コーポレートスローガン「マックスバリュ関東は、この街・お客さま・仲間たちの笑顔と元気を応

援しつづけます」に基づき、全従業員が生き生きと働ける、より安全で健全な職場環境の維持向上に努めま

す。

【経営トップによる安全衛生方針】

株式会社ローソン 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　ローソンは、誰もが安全で働きやすい職場環境づくりを推進するため、安全衛生の基本方針を定め、経営

者、社員、クルーとともに労働災害防止活動の推進に努めます。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】
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企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社エイ・ダイニング 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.安全衛生関係法令及び社内基準を遵守し、より一層の安全衛生管理に努めます。

2.過重労働及びメンタルヘルスによる健康障害を防止するため、衛生管理体制の充実をはかり、従業

員の健康確保を推進します。

3.快適かつ健康的で、危険のない「災害ゼロ」の職場づくりを推進ます。

4.安全衛生活動の実行に当っては、適切な経営資源を投入し、効果的な改善を継続的に実施していき

ます。

【安全衛生の取組（概要）】

　準備中

【経営トップによる安全衛生方針】

エームサービス株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　当社は、企業理念に掲げた『従業員の幸福』を実現するために、安全衛生の基本方針を以下の通り

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。

（基本方針）

　“安定した事業所運営”の実現のために、従業員の労働安全を確保する環境を整備します。

【安全衛生の取組（概要）】

・ハンドブックを活用した従業員教育

・シール貼付けによる危険箇所の「見える化」

・安全衛生推奨品の導入

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

経営トップによる安全衛生方針公表企業等一覧（飲食店）
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企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社すかいらーく 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　労働基準法、労働安全衛生法等関係法令およびすかいらーくグループ（以下、「会社」という）の

就業規則に基づき、会社における安全衛生活動の充実をはかり、労働災害を未然に防止するために必

要な基本的事項を明確にし、従業員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進す

る。

【安全衛生の取組（概要）】

1.労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。

2. 労働者の安全または衛生のための教育に関すること。

3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4. 労働災害の原因および再発防止対策に関すること。

5. 快適な職場環境の形成に関すること。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

株式会社すき家本部 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.安全衛生活動の推進を実行するための組織体制の整備、責任の所在の明確化を図ります。

2.労使双方のコミュニケーションの充実を図り、職場の実情に応じた合理的な対策を講じます。

3.職場で働く全従業員に対して安全衛生確保に必要かつ十分な教育・訓練を実施します。

4.上記の実行に当たっては、経営の最重要課題として適切な経営資源の投入を継続的に実施します。

【安全衛生の取組（概要）】

「働く人に安全で安心な店舗つくり」

・５Ｓ活動

・切創災害の防止

　①ハサミの変更　②缶開け(道具)

・危険の『見える化』

　③事故防止ステッカー　④ハザードマップ

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

西洋フード・コンパスグループ株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

・私たちは、健康・安全（品質）・環境に関する法規制を順守します。

・リスク及び機会を考慮した「健康・安全（品質）・環境」に関連する企業活動のプロセスを継続的

に改善します。

【安全衛生の取組（概要）】

①ワークライフバランスの充実

②安心して働くことのできる職場環境の実現

【経営トップによる安全衛生方針】
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企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1. 当社は、安全衛生への取り組みを企業活動の最も重要な基盤のひとつと捉え、社員一人ひとりが

「安全と健康は経営の基盤」という認識のもと、全員参加の安全衛生活動を積極的に推進する。

2. 社員が能力を発揮するためには、健康な心身と職場の安全衛生の確保が不可欠であることを認識

し、あらゆる企業活動において、健康、安全に取り組み、安全で快適な職場環境の形成に努める。ま

た、災害、事故などのリスクを想定し、職場の安全衛生に関するリスク管理体制を整備する。

【安全衛生の取組（概要）】

「ポスターによる労災防止啓発活動」

　当社は労働災害を未然に防ぐ為、新人さんが多く入社する時期や夏期の熱中症・繁忙期など時期を

見計らい、ポスターによる啓発を実施しております。

　ポスターは従業員の目につきやすい休憩室の掲示版や作業場などに掲示して周知しています。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

株式会社なか卯 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　当社は「従業員の安全」は「お客様の安全」の鍵であるという理念に基づき、安全衛生目標を以下

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。

　安全衛生目標＜労働災害発生件数を前年比20％削減＞2016年度労働災害ワースト要因　火傷

　労働災害防止三大注意

1.フライヤー使用時の油跳ね！

2.予備鍋点火時のガス充満！

3.うどん・そばの冷却時！

【安全衛生の取組（概要）】

「店内ツアー」

　マネジャーと一緒に店内ツアーを実施して店舗内の設備・危険個所を理解しましょう。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

株式会社華屋与兵衛 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.労災事故0件

2.4Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）運動の定着

3.全従業員への安全衛生教育・訓練の実施

4.ヒヤリハット対策の実施

【安全衛生の取組（概要）】

　準備中

【経営トップによる安全衛生方針】
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https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/in08ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/in06to.pdf


企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社はま寿司 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

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、責任の所在の明確を図る。

2.労使のコミュニケーションにより、職場(店舗)の実情に応じた合理的な対策を講じる。

3.全ての従業員(社員、R社員、クルー)に、安全衛生確保の必要かつ、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。

【安全衛生の取組（概要）】

　準備中

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

株式会社モンテローザ 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

当社は、安全衛生活動を推進し、労働災害の防止、従業員の健康増進及び心身ともに安全で快適な職

場環境の形成に努めます。

1.労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、安全衛生管理のより一層の向上を図ります。

2.労働安全衛生に関する従業員教育を実施します。

3.労働安全衛生活動を継続的かつ効率的に実施します。

4.従業員の健康維持・増進の活動を推進します。

【経営トップによる安全衛生方針】

ワタミ株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　安全衛生活動は企業経営の基盤であり、働く人及び地域社会の安全・健康に及ぼす営業を最小限と

なるよう安全衛生管理を徹底し、自負できる職場を目指します。

1.労働環境を含めた環境改善は、企業の社会的責任である。

2.職場の危険有害要因の明確化とリスクアセスメントを実施し、安全で快適な職場を作ります。

3.過重労働での健康被害を防止するため、衛生管理体制充実と従業員の健康保持対策を推進します。

4.健康管理においては、適切な専門家を活用します。

5.社員教育ならびに広報活動を通じて、衛生安全意識の高揚に努めます。

【安全衛生の取組（概要）】

　準備中

【経営トップによる安全衛生方針】

pdfファイル 

pdfファイル 

pdfファイル 

pdfファイル 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/in09ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/in09to.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/in10ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/in11ho.pdf


企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社大起エンゼルヘルプ 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　株式会社大起エンゼルヘルプは、社会保障制度を担う事業者として負うべき国民・社会に対する責務を全うするた

め、その担い手である従業員が安全かつ心身共に健康な状態で安心して働き続けることが出来るよう職場環境の向上に

尽力します。

【経営トップによる安全衛生方針】

東京海上日動ベターライフサービス株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

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.すべての社員・みずたま介護ヘルパーに安全衛生確保に必要かつ十分な情報提供・教育・研修を実施する。

3.上記の実行に当たっては、効果的な改善を継続的に実施する。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

準備中

株式会社ニチイ学館 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　従業員が心身ともに健やかであることが、お客様への良いサービスの提供につながるものと考えます。従業員のゆと

りと豊かさを実現し、安全で働きやすい職場環境を確保するために、安全衛生基本方針を宣言します。

　ニチイ学館は安心・安全を最優先する文化を築いていきます。

【安全衛生の取組（概要）】

1.安全衛生活動の円滑な推進と水準の向上を図るため、各事業場の安全衛生委員会の上部組織として、本社に全社安全

衛生委員会を設置し、安全衛生活動に関する報告・審議、各施策の浸透・推進に取組んでいます。

2.６～7月に転倒防止、11～12月に交通事故防止をテーマに労災防止キャンペーンを実施し、安全意識の向上と事故件

数の減少に取組んでいます。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

株式会社ニチイケアパレス 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　ニチイケアパレスは「安心・安全を最優先する文化を築いていく」の理念に基づき安全衛生の基本方針を定め、経営

者、従業員一丸となって労働災害防止の活動推進に努めます。

【安全衛生の取組（概要）】

1.経営トップによる安全衛生方針の周知及び掲示

2.安全衛生方針に基づく社内基準・規定の整備

3.拠点における安全管理体制の充実

4.腰痛対策の充実

5.職場のリスクアセスメントの実施

6.メンタル相談窓口の周知

【経営トップによる安全衛生方針】

経営トップによる安全衛生方針公表企業等一覧（社会福祉施設）

企業HP 

企業HP 

pdfファイル 

pdfファイル 

pdfファイル 

http://www.nichiigakkan.co.jp/company/safety/
http://www.nichiigakkan.co.jp/company/safety/
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/sha02ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/sha03ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/sha04ho.pdf


企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

アイング株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

「安全衛生活動」は、企業経営における「社会的責任」を果たすことの一環であると捉え、以下の５つの

「安全衛生行動基準」に基づき、「安全・衛生第一の職場づくり」を推進します。

〈アイング安全衛生行動基準〉

1.私たちは「いたわりの心」をもって業務を行います。

2.私たちは、常に「安全・安心・快適な職場」を目指します。

3.私たちは、「危険予知活動」を実行します。

4.私たちは、「ヒヤリ・ハット活動」を推進します。

5.私たちは、現場も事務も全員一丸となって労働災害の撲滅に努力します。

【経営トップによる安全衛生方針】

ウィズ株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.作業には余裕をもって準備し、作業手順を守ります！

2.鍵・カードの管理を徹底します！

3.作業が完了するまで、安全第一で作業します！

【安全衛生の取組（概要）】

　ウィズ 株式会社の力は、作業員全員の力です！

　全員の力で労働災害を無くすことを宣言します！

（平成27年７月１日　社内安全大会で宣言実施）

【経営トップによる安全衛生方針】

株式会社協和ビルサービス 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　安全衛生活動は、企業経営の基盤であり、我が社で働く人及び地域社会の安全・健康に及ぼす影響を最小

限となるよう企業活動の中で安全衛生管理を徹底し、自負できる職場を目指します。

【安全衛生の取組（概要）】

1.安全衛生大会の開催

2.作業用具の点検・交換

3.RAとKYTの実施

4.調査・記録と作業計画の実施

5.快適な職場環境の提供

【経営トップによる安全衛生方針】

経営トップによる安全衛生方針公表企業等一覧（ビルメンテナンス業）

pdfファイル 

pdfファイル 

pdfファイル 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/bi01ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/bi02ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/bi05ho.pdf


企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

株式会社すかいらーくＤ＆Ｍ 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

「安全はすべてに優先する」を合言葉に「０災害実現」を推進します。

【経営トップによる安全衛生方針】

住友不動産建物サービス株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

私たちは、『すべてのお客様により快適でより安心できる生活環境を創造する』との理念に基づ

き、共に働く全ての人びとが、安全で健康に働くことができる職場環境の確保に努め、顧客や社会

からの信頼に応えます。

【経営トップによる安全衛生方針】

株式会社セイビ 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　株式会社セイビは、「お客様と会社ならびに社員の満足共感企業となる」との経営理念に基づき、安全衛

生の確保は人間尊重を基本とする社会に対する企業の責務と認識し、全社員協力の下に「安全衛生活動」を

積極的に推進する。

【経営トップによる安全衛生方針】

pdfファイル 

pdfファイル 

pdfファイル 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/bi03ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/bi04ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/bi06ho.pdf


企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

三井物産フォーサイト株式会社 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

1.安全・コンプライアンスの最優先

2.安全教育を通じ、減災意識の啓蒙を図る

3.会社と従業員の双方向コミュニケーションを図り、安全衛生意識を高める

【安全衛生の取組（概要）】

1.連絡・報告体制の強化、情報の共有化

2.5S活動の推進による、安心・安全な職場づくり

3.指さし呼称・指差し唱和を励行し、ミス防止に努める

4.リスクアセスメントを継続して実施し、リスクの評価を行い、優先順位に基づき対策を講じる

5.外部専門家による安全診断・教育内容の水平展開

6.手順書・マニュアルの整備

7.新入社員・異動者教育の徹底

8.安全衛生委員会からの情報・方針の発信、職場安全衛生会議を通じ、職場の意見・情報を汲み上

げ、安全衛生のPDCAを回す

【経営トップによる安全衛生方針】

pdfファイル 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/bi07ho.pdf


企業等名 経営トップによる安全衛生方針等 掲載先ＵＲＬ等

公益財団法人東京動物園協会 恩賜上野動物園 【経営トップによる安全衛生方針（概要）】

　職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進し、安全衛生管

理活動を統合的かつ計画的に推進するために、作業環境管理・作業管理・健康管理の３点を基本とし

て、事業の実態に則した適正な安全衛生管理事業を推進する。

【安全衛生の取組（概要）】

　上野動物園の労働災害は、「動物に関する労働災害が多い」と考える方がほとんどではないだろう

か。しかし、実は園内事故や労働災害において「転倒災害」がもっとも起こりやすく、対策に力を入

れて取り組んでいる。別途ＰＤＦにおいて、対職員・対来園者向けの具体的な転倒防止対策について

ご紹介させていただく。

【経営トップによる安全衛生方針】

【安全衛生の取組】

経営トップによる安全衛生方針公表企業等一覧（その他の第三次産業）

pdfファイル 

pdfファイル 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/so01ho.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/anzenka/so01to.pdf

