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タクシー業

①転倒の危険を感じた場所にステッカーを貼り、危険の見える化に努めている。

②整備工業内の滑りやすい場所に標識を設置し、注意喚起を行っている。

③外階段など雨で滑りやすい場所に、屋根や風防などを設置し、水たまりができ

ないようにしている。

④敷地内すべての段差にスロープ板を設置している。

⑤４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動の励行に努めている。

道路貨物運送業

①改善できない段差部に、トラテープを貼り注意喚起をしている。

②荷物を運ぶ際、両手で持つと足元が見えず、つまずくため、台車で運搬するよ

うにしている。

③作業現場で使用するチェックリストの作成及び転倒防止表示の掲示など、

月１回の安全推進会議等で転倒防止対策を検討している。

④作業開始前に２Ｓ（整理・整頓）の実施を徹底している。

⑤荷物を運ぶ際は、エレベーター等を使い、台車で運搬する

ことにより、つまずき等を防ぐよう注意喚起している。

⑥災害を契機に、現場における様々な危険予測（ＫＹ）を皆で

認識し、安全対策についての意識を高めている。

小売業

①段差や滑りやすい等の危険個所には、注意喚起ステッカーを貼り、危険の見え

る化を図っている。

②転倒災害防止ポスター（従業員の手づくり）を掲示し、注意喚起を図っている。

③転倒等のおそれがある場所を洗い出し、ヒヤリハットを実施

するとともに、マークやテープを貼り可視化している。

④直ちに排除できない突起物に、特大の注意標識を設置している。

⑤５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動を推進している。

⑥新入社員への転倒防止の説明と注意喚起をしている。

⑦他店で発生した転倒災害事例を入手して安全衛生委員会で対策を

検討し、再発防止に努めている。

⑧安全衛生委員会メンバーによる店舗内巡視を毎月行い、段差など、転倒の危険

個所の点検と整備を実施している。

本事例集の転倒災害防止対策は、近年、転倒災害が発
生した事業場より、その後における取組事例を提出し
ていただき、それを業種別に主な事例をまとめたもの
です。皆様の事業場において参考としてください。
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⑨転倒災害チェックシートを用いて、定期的に確認することにより、転倒災害防

止意識の向上を図っている。

⑩連絡掲示板を設置し、転倒災害のリスクを常に考えさす機会をつくっている。

⑪事務所内は、落ち着いて行動（走らない）することを周知徹底している。

⑫トイレ清掃後の水切作業は、第三者によるチェックにて確認を徹底している。

⑬店内の水濡れ個所は、従業員全員で「気づいたらすぐ拭き取る。」ことを徹底

している。

⑭床が油分で滑りやすい状態であったため床にマットを敷いている。

⑮本社巡視の際、店長に対して労災防止についても指導している。

⑯厨房内において、滑りにくい靴（靴底が特殊な構造）を導入した。

⑰靴は、耐滑性の高いものを使用させている。

⑱社員食堂厨房内の床にくぼみができ清掃後に水が溜まっていたため、床タイル

の張替えを実施した。

⑲開店前に小走りしている者がいるため、禁止とした。

⑳発注端末などの「見ながら・しながら歩き」を禁止とした。

㉑荷物置き場と通路をラインテープで明示している。

㉒作業前の転倒予防体操（体をほぐす動作）を徹底している。

㉓新規採用時の指導に、転倒防止教育を必須としている。

㉔転倒のあった箇所周辺にマットを敷き、注意喚起をしている。

㉕店舗内で事務室へ向かう通路を広くした。また、什器のフックが服に引っかか

らないよう改善した。

㉖狭い通路において、従業員の足につまずいて転倒した災害

が発生したため、「通ります！」と声掛けを徹底している。

医療業・社会福祉施設

①施設内外において、転倒しやすい箇所のマップ（自転車移動時を含む。）を作

成し、研修や会議時に注意喚起の指導を実施している。

②園長安全衛生方針に転倒災害防止を掲げ、事務所内に掲示し、

取り組みを推進している。

③厨房内フライヤー周辺床の油掃除については、使用後、速や

かに２人一組で２回清掃作業を行っている。

④転倒防止チェックリストを用いて、毎週１回施設内の巡視を行っている。

⑤厨房内フライヤー周辺の床上にマットを敷き滑り止め対策を行っている。

耐滑性靴



⑥油床滑り止め機能付きの靴（靴底が特殊な構造）を支給しているが、機能低下

による滑りのリスクがあるため、半年に１回交換している。

⑦外階段のステップに滑り止めテープを貼っている。

⑧浴室更衣所に、手すりを設置している。

⑨就業前に機能訓練指導員による体操とストレッチを行っている。

⑩自転車による訪問看護における転倒災害が多いため、自転車安全

運転講習会を実施している。

⑪自転車で走行する際は、道幅の広い道路へ変更するよう指導している。また、

雨の日は、特に滑りやすいため運転に注意するよう指導している。

⑫高さ１ｃｍの段差に、つまずき防止のため注意喚起表示をした。

⑬「ながら歩き」の禁止を徹底している。

⑭靴をパンプスからスニーカーに変更した。

飲食店

①保温ジャーなどの電源コードに足を引っかける

ことのないよう、使用後は電源コードを束ねることを徹底している。

②安全衛生委員会のテーマとして、毎回、転倒災害防止について話し合い、その

内容を全従業員へ伝達し、共有している。

ビルメンテナンス業

①毎月１回、安全衛生委員会による作業場所の総点検と安全教育を行っている。

②従業員の不注意による転倒災害を防止するため、毎月、ＫＹ（危険予知）活動

に関する手紙を送付し、安全意識の高揚を図っている。

③本社指導係が月１回現場を巡視し、作業員との意見交換

を行い、転倒防止に努めている。

④転倒防止マニュアル（注意事項９項目）を作成し、現場に

掲示することにより、作業員の安全意識の向上を図っている。

⑤パワーポイントＫＹ教育資料を作成し、特に「一人ＫＹ活動」

の必要性を教育している。

⑥掃除機の電源コードに足を引っかけた労災が発生したため、

コードレス掃除機を導入している。

⑦両手に荷物を持っての階段・廊下の移動を禁止している。

⑧転倒防止のため、ワンポイントレッスン（すべり防止対策、

つまずき防止対策、通勤災害防止対策、体力強化）を実施

している。
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⑨社内で発生した転倒災害をポスターにして掲示し、意識づけを行っている。

⑩勤務前に、転倒災害防止のため、ストレッチや軽い準備体操を行っている。

⑪「大丈夫だろう」ではなく「災害が発生するかもしれない」と慎重に行動

するなど、時間や手間を惜しまず安全な方策を選択するよう指導している。

⑫作業開始前に、簡単にできる準備体操を行うよう徹底している。

⑬作業に使用するモップは、作業の都度、定位置に戻すよう指導している。

⑭作業する建物内に、スロープや段差が多いため、入社時の

オリエンテーションで注意箇所を周知している。

⑮作業場内の段差や滑りやすい場所をマップに印を付け、

更衣室や休憩場所に掲示し、見える化を図っている。

⑯スマホ見ながら転倒災害が発生したため、ながら歩き等の

危険行為を禁止するとともに、朝礼等で注意喚起し、

さらに責任者巡回点検を強化している。

警備業

①建設現場において、段差によるつまずきが原因で転倒災害が発生したことか

ら、現場を管理している元請へ改善を依頼し、段差の解消や照明の追加設置な

どの対応をしてもらった。

②各職場からヒヤリハット事例を収集し、対策を検討した上で、

安全教育に生かしている。

③入社時研修や現任研修において、転倒災害防止について安全

教育と指導を行っている。

④職場巡回時における危険マップを作成し、注意喚起を図っている。

⑤転倒災害事例の収集と対策に努めている。

⑥転倒しにくい構造の安全靴を支給し、巡回時に履くことを徹底している。

⑦災害を契機に、転倒防止研修会を実施した。今後も定期的に実施する。

⑧新任教育時のＫＹ活動において、意識的に転倒災害を想定して対策を考える訓

練を行い、普段の行動において注意する習慣を育むことを徹底している。

その他の業種

①４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動を徹底し、職場巡視に

おいて、その状況を確認と改善を行っている。

②安全教育において、ＫＹ（危険予知）活動を重点に行っている。

③会社で定めた転倒災害防止対策を従業員へ定期的に発信し、記憶

に残るようにしている。
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④転倒災害などの再現動画を制作し、従業員研修の際に、わかりやすく伝えるよ

うにしている。

⑤転倒災害が発生した段差の周囲に掲示物が多く、気が散って足元への注意がお

ろそかになるため、段差注意の標識のみとしている。（階段部に多数掲示して

いる事業場が散見されます。）

⑥不安定な形状のサンダル履きを禁止している。

⑦就業中に屋外へ出る際は、サンダル履きを禁止している。

⑧体重が特に重い方が転倒している確率が高いため、

ストレッチ体操を行っている。

⑨始業前に体操を行っているが、従業員の高齢化に伴い、体力強化への取り組

みが必要であることから、健康チャレンジプログラム（活動量計や体組成計

を使って楽しく健康づくりに取り組むことができるプログラム）を実施して

いる。

⑩人と人との激突による転倒災害を防止するため、

職場内通路をすべて左側通行とし、表示板を掲げて周知

徹底している。

⑪転倒災害防止を主とした安全対策講習会等を実施している。

⑫職場内の危険個所を洗い出し、危険マップを作成し、掲示することにより、周

知している。

令和２年７月 初版作成

左
側
通
行

転倒危険マップの掲示による周知

事務所内に２か所の
段差があるのか、
注意しないと…



チェック項目

１ 通路、階段、出⼝に物を放置していませんか

２
床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、

その都度取り除いていますか

３
安全に移動できるように⼗分な明るさ（照度）が

確保されていますか

４ 転倒を予防するための教育を⾏っていますか

５
作業靴は、作業現場に合った耐滑性があり、かつ

ちょうど良いサイズのものを選んでいますか

６
ヒヤリハット情報を活用して、転倒しやすい

場所の危険マップを作成し、周知していますか

７
段差のある箇所や滑りやすい場所などに

注意を促す標識をつけていますか

８
ポケットに手を入れたまま歩くことを

禁止していますか

９
ストレッチ体操や転倒予防のための運動を

取り入れていますか

転倒災害防止のためのチェックシート

チェックの結果は、いかがでしたか？
問題のあったポイントが改善されれば、きっと作業効率も上がって働きやすい職

場になります。どのように改善するか「安全委員会」などで、全員でアイディア

を出し合いましょう！ 次頁の「⾒える化」も効果的です!!

☑

転倒の危険をチェックしてみましょう

あなたの職場は大丈夫？



厚生労働省と労働災害防⽌団体では、転倒災害を撲滅するため「STOP！転倒災害

プロジェクト」を推進しています。

事業者の皆さまは、職場の転倒災害防止対策を進めていただくとともに、プロジェ

クトの重点取組期間（２月、６月）には、チェックリストを活用した総点検を⾏い、

安全委員会などでの調査審議などを経て、職場環境の改善を図ってください。

「平成27年転倒災害による休業期
間の割合」 労働者死傷病報告
（厚生労働省）より作成

休業
１か月以上
（約６割）

休業
１か月未満
（約４割）

転倒災害は最も多い労働災害！
休業４日以上の労働災害、約12万件のうち、転倒災害は

約2.6万件と最も多く発生しています。

転倒災害の特徴

特に⾼年齢者で多く発⽣！
⾼年齢者ほど転倒災害のリスクが増加し、55歳以上では

55歳未満の約３倍リスクが増加します。

休業１か月以上が約6割！
転倒災害による休業期間は約６割が１か月以上となっています。

４Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔) 転倒しにくい作業方法 その他の対策

・歩⾏場所に物を放置しない

・床面の汚れ（水､油､粉など）
を取り除く

・床面の凹凸、段差などの解消

・時間に余裕を持って⾏動

・滑りやすい場所では小さな
歩幅で歩⾏

・⾜元が⾒えにくい状態で作
業しない

・作業に適した靴の着用

・職場の危険マップの作成に
よる危険情報の共有

・転倒危険場所にステッカー
などで注意喚起

▶転倒災害を防⽌することで、安⼼して作業が⾏えるようになり、作業効率も上がります。

（2017.2）

詳しくは、厚⽣労働省ホームページをご覧ください！

「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」
STOP！ 転倒 検 索

STOP! 転倒災害プロジェクト

２月･６月は重点取組期間です!!

転倒災害の主な原因

転倒災害防止対策のポイント

＜主な原因＞ ＜主な原因＞ ＜主な原因＞

滑り つまずき 踏み外し

特徴１

特徴２

特徴３

・床が滑りやすい素材である。

・床に水や油が飛散している。

・ビニールや紙など、滑りやす
い異物が床に落ちている。

・床の凹凸や段差がある。

・床に荷物や商品などが放置
されている。

・大きな荷物を抱えるなど、
足元が⾒えない状態で作業
している。

▶転倒災害は、大きく３種類に分けられます。皆さまの職場にも似たような危険はありませんか？

STOP！ 転倒 検 索


