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ストレッチよし！

小 売 業 に お け る
労 働 災 害 防 止 対 策 事 例

管内（新宿区・中野区・杉並区）の事業場
が取組んでいる労働災害防止対策事例です

Part Ⅱ



腰痛予防対策事例

①重量のあるパイプテナーから、軽量で操作性の良い４輪カート（マテリアルハ

ンドリング）に改善したところ、作業効率が改善するとともに、無理な動作に

よる労働災害（腰痛等）の予防対策に効果があった。

②荷物を運ぶ際は、手運びではなく、必ず、台車を使用し、また、台車を使いや

すいよう通路や売り場の整理・整頓を徹底している。

③小麦粉が入った重量物を持ち上げるときは、膝を落としてから持ち上げるよう

指導し、移動の際は、台車を使用している。また、作業を行う前に準備体操を

実施している。

④新人に対して、腰に負担のかかりにくい重量物の持ち方や床面に近い箇所の品

出し時に膝をついて作業することなど、安全教育のための時間を設けている。

⑤高所に重量物を移動させるときは、何段階かに分けて、徐々に持ち上げるよう

にしている。

⑥重量物を持ち上げ運ぶ際は、２人で実施するか、段ボールから商品の中身を出

して、こまめに運搬するよう指導している。また、腰より低い物を持ち上げる

ときは、腰を一度落とし、膝と足の力で持ち上げるよう指導している。さらに

定期的に作業手順書に定める正しい作業姿勢を再教育している。

⑦品出しのときは、出す商品を腰の高さに移動してから上下運動により、腰への

負担軽減を図るよう指導している。

⑧荷物や商品を持ち上げるときは、腰を曲げずに膝を落としてから持ち上げるよ

う指導している。また、一度に２つ以上の動作を行わないことを徹底している。

⑨重量物を取り扱う際は、サポーターやパワーベルトを着用している。

⑩重量物の取り扱いは、年齢や性別を配慮して作業させている。

⑪レジ部門では、立ち位置の床上に低反発マットを敷き、腰や膝への負担軽減を

図っている。

⑫腰より低い棚の商品陳列作業時は、片膝をついて行うよう指導している。

⑬商品を持ったまま、腰を捻る動作をしないよう指導している。

⑭重い商品を持つ作業は、ひとりの従業員に集中しないよう配慮している。

本事例集は、近年、労働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、主なも
のをまとめたものです。皆様の事業場において参考と
して災害防止に努めてください。



⑮荷物の持ち上げ作業を長時間させないよう配慮している。

⑯長時間の立ち作業が続く場合は、事務所待機を３０分交代にしている。

⑰長時間の立ち作業が続く場所には、腰休め用のいすを配置している。

⑱重量物を持ち上げるときは、いきなり持ち上げず、まず、重さを確かめること

を徹底している。

⑲荷物は、腰への負担軽減のため、目の高さ以上、高く積まないようにしている。

⑳長時間の重量物の取扱作業とならないよう、時間を決め交代し、別の仕事をさ

せている。

㉑作業テーブルの高さが作業者の身長に合わせ調整できるものを導入している。

㉒品出しする際は、什器を使用し、腰の高さで作業するようにしている。

㉓腰を痛めている人は、申し出ていただき、他の作業を行うよう配慮している。

㉔荷物を一度にたくさん運ばず、何回かに分けて運び、１回の負担を軽減してい

る。

㉕重量物の運搬や積込み作業をする際は、男性スタッフを中心に行っている。

㉖荷物の箱に重量を表示し、必ず、確認した上で取り扱うよう周知徹底している。

㉗腰痛持ち従業員への荷物搬入作業を禁止とするよう周知徹底している。

㉘荷捌き場所を中心に、荷物の持ち上げ方のポスターを掲示し、注意喚起をして

いる。また、朝礼時に、体操やストレッチを実施するよう指導している。

㉙いきなり体を動かすのではなく、作業を行う前に準備体操を行っている。また、

無理にたくさんの荷物を運ばないように指導している。

㉚重量物を大量に運ぶ際は、関係者全員でストレッチを行っている。

㉛職場に、ストレッチ対策ポスターを掲示し、定着に向けた実施方法を検討中し

ている。

㉜長時間同じ姿勢で作業する場合は、２０分おきに背伸びをするよう指導してい

る。

㉝各自、勤務前に腰痛予防体操をするよう促している。

㉞始業前や休憩時間に「これだけ体操（簡単、短時間）」の実施を奨励し、腰痛

予防に努めている。

㉟朝礼時に、簡単な柔軟体操やヨガなどのアクティビティを実施している。

㊱開店１時間前に体操のＢＧＭを流し、全員作業を一旦中止して、曲に合わせた

体操を実施している。

㊲休憩室に、腰痛予防体操のポスターを掲示し、始業時と休憩時に実施している。

㊳重量物を大量に運ぶ際は、関係者全員でストレッチを行っている。



㊴入社時安全教育を実施し、腰痛防止のための作業姿勢について指導している。

㊵腰を曲げた状態や無理な姿勢で荷物を持ち上げないよう指導している。

㊶腰痛症の従業員については、申告してもらい、作業内容に配慮している。

㊷腰痛予防動画の視聴を義務付け、適切な姿勢で荷物を取り扱うよう指導してい

る。

㊸基本動作が出来ているか、定期的に確認し、指導を実施している。

㊹腰痛予防強化月間を設定し、予防対策を調査審議している。

㊺新宿労基署作成の災害事例を全員に紹介し、腰痛予防の注意喚起を行っている。

㊻防寒着は、腰下までの物を支給し、腰の冷え防止に努めている。

㊼安全衛生委員会で、腰に負担がかからない作業方法で行っているか、現場確認

を行っている。

㊽腰痛の発生頻度が多い１月に、安全衛生委員会の議題として注意啓発を行い、

動作や省力器具の活用等、予防の重要性を共有している。

㊾職場に、ストレッチ対策ポスターを掲示し、定着に向けた実施方法を検討して

いる。

㊿重量物を持ち上げる際は、腰を捻らないように意識し、体に引き寄せてから、

ゆっくりと立ち上がるよう指導している。



転倒災害防止対策事例

①電源コードに足を引っかけることのないよう、養生等の工夫をしている。

②通路は、余裕を持って歩けるスペースを確保している。

③通路には、なるべく物を置かないことを徹底している。

④他人と激突し、転倒しないよう「声かけ」を徹底している。

⑤滑りにくい履物（ゴム底）を着用させている。

⑥床が濡れたらすぐ拭くよう徹底している。また、発見者は、

その場で応援を呼び２名体制で行うことを徹底している。

⑦作業場や通路は、走らないことを徹底している。

⑧毎日、床清掃を行い、転倒災害防止に努めている。

⑨靴底を定期的にチェックし、すり減る前に交換するようにしている。

⑩安全衛生委員会で年３回転倒防止対策を議題としてリスクアセスメントを実施

し、リスク対策を継続している。

⑪毎月の安全衛生委員会において、転倒危険個所の洗い出しを行い、リスクアセ

スメントの結果を活用し、さらなる「見える化」を推進している。

⑫勤務中は、必ず靴下を着用し、スニーカーを履くことを徹底している。

⑬床が濡れていたら、すぐ拭くことを徹底している。また、気が付いたら、拭く

までに、まず、セーフティコーン（水漏れ標識）配置し、注意喚起している。

⑭水漏れしやすい箇所は、水分を吸収するマットを設置している。

⑮ビニールや野菜の葉くず等の滑りやすいものが落ちていたらすぐ拾うことを徹

底している。

⑯厨房で作業する人は、作業に適したスニーカーやコックシューズ、長靴を履く

ようにしている。

⑰火気を使う厨房には、マットを設置し、油が床に広がらないようにしている。

⑱入社時の安全教育を実施し、店内転倒等の危険個所の確認と指導を行っている。

⑲通路の整理整頓を徹底している。

⑳室内清掃の時間を決め、定期的に実施している。

㉑階段、通路、出入口は、荷物を放置せず、即時搬入することを徹底している。

㉒出入口に、水分吸収マットを敷き、室内への水漏れを防止している。

㉓通路に、物を置く場合は、片側へ隙間なく、膝より高く積む

ことにより、つまずき防止を徹底している。

㉔段差やスロープのところには、手すりを設置している。

㉕段差や階段の角部に、スリップ防止用テープを貼っている。

すぐ拭く！

床ヨシ！



㉖精肉・水産・惣菜・寿司部門では、毎日、耐油長靴のスリップサインを確認し、

すり減ったものは、直ちに交換している。

㉗通路や段差における転倒災害防止のため、４Ｓを行う習慣を全員で共有し、実

施している。

㉘冷蔵庫周辺の水漏れや氷で滑りやすいため、注意喚起表示をする

とともに、売り場責任者が点検・清掃に努めている。また、安全

管理者の巡視の重点項目としてチェックしている。

㉙暗い階段や通路は、照明を設置するようにしている。

㉚油や水を使用する者は、耐滑性の靴又は長靴を使用させている。

㉛安全衛生委員会で転倒ヒヤリハットの場面について共有し、注意喚起している。

㉜転倒危険個所を中心に、段差には注意喚起ポスターを掲示し、さらに朝礼にお

いて、従業員に口頭にて注意を促している。

㉝雨天時においては、入口に傘袋を備え、使用するよう徹底している。また、そ

の注意喚起放送を流している。

㉞バックヤードにおいては、荷物を両手に抱えての階段使用を禁止し、エレベー

ターの使用を指導している。

㉟転倒など危険を感じた場所の情報収集を行い、従業員と共有するため、危険個

所にはステッカーを貼り、「見える化」を実施している。

㊱社内で「転ばない体づくり運動」として、日ごろからの筋力アップや歩き方に

ついて、啓発・指導を実施している。

㊲安全衛生会議等で「転ばないためのポイント」について、安全教育を実施して

いる。

㊳事務・営業職は、ゴム底靴など、すべり防止機能の靴着用を必須として指導し

ている。

㊴事務所内での、すべり防止のため、雨天時に使用する「傘しずくとり器」を設

置している。

㊵通路に台車や空箱を放置しないよう徹底している。

㊶作業床面を滑りにくい塗装（防滑剤入り）にしている。

㊷作業開始前に、周囲の確認を徹底している。

㊸転倒災害防止ポスターを店舗内に掲示し、注意喚起を図っている。

㊹作業開始前に、全従業員でフロア周辺の物の片づけを実施している。

㊺安全衛生委員会で、店内とバックヤードの危険個所について、従業員から聞

き取りを行い、具体的な改善対策を実施している。

㊻滑りにくいキッチンシューズの靴底がすり減っていないか、毎朝、確認して

いる。また、定期的（１年）で交換するよう徹底している。

㊼通路に荷物がはみ出さないよう整理・整頓を徹底している。

㊽店舗内では、常に４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）を全員で共有している。

㊾デリカ厨房の入口には、油を吸収するマットを敷いている。

通路ヨシ！

履物ヨシ！



㊿従業員から転倒等の危険個所の報告をしてもらい、安全衛生委員会で検討し、

改善している。

➊端末、スマホを見ながら歩行しないことを徹底している。

➋毎月のパートナーミーティング時に、転倒災害防止ためのルールについて、指

導している。

➌安全衛生委員会パトロールで施設内の破損や段差、不安定な箇所がないかを点

検し、あれば、すぐできる対策を行っている。

➍床に水が溜まりやすい床面の凸凹については、随時、メンテナンスを実施して

いる。

➎床面が濡れていた場合は、各従業員が自発的に拭き取るよう教育を行うととも

に、ペーパータオルを常時携帯させている。

➏７０歳～7５歳の従業員全員に、体力チェックを実施し、問題があれば就労制限

をしている。

➐書類等を持ち運ぶ際は、目線の死角となる体の前で持つのではなく、脇に抱え

て持つことを徹底している。

➑階段部に、ポスター等を掲示すると、足元の注意が散漫となり、転倒や転落す

る可能性があるため、掲示しないようにしている。

➒段差部には、ポスター掲示やトラロープを貼り、注意喚起している。

➓突起物には、注意喚起のシールを貼る対策を実施している。

⓫毎月転倒災害周知ポスターを掲示し、事例の紹介をしている。

⓬店舗内転倒災害の危険場所に、注意喚起ポスターを掲示し、

危険個所の「見える化」を実施している。

⓭転倒防止のイラスト入りポスターを掲示し、注意喚起している。
段差注意！



交通事故防止対策事例
①バイク運転者は、警察署主催の二輪車実技講習会に参加させている。

②月に一度、第三者による車両点検を実施している。

③万が一、交通事故が発生した場合は、再発防止を徹底するため、

社内回覧にて、情報等を全社員へ周知している。

④運転前の健康チェックを実施している。

⑤長時間の運転業務とならないよう就業シフトを配慮している。

⑥毎月、安全衛生会議で事故防止の啓発を実施している。

⑦車内で「車両を運転するときのルール」を作成し、入社時研修で

指導している。

⑧交通事故防止ポスターや標語を掲示し、安全運転について、常に意識するよう

にしている。

⑨定期的に交通安全教育を実施している。

⑩新人教育の際に、バイクの乗り方や交通安全ルールの指導期間を設けている。

⑪体調が悪い時に、気軽に報告できる職場環境づくりに努めている。

⑫業務中の携帯電話を使用禁止としている。

⑬安全衛生委員会時に、全社で発生した事例を説明し、注意喚起に努めている。

⑭安全に配慮した配達ルートを定め、当該ルートを運行するよう徹底している。

⑮事業所敷地内の駐輪場において、自転車に乗り出した際、段差につまずき転倒

した事例が発生してから、凸凹段差対策を講じている。

⑯路面凍結や積雪等による危険度が高い２月を重点月間とし、注意啓発を重点的

に行っている。

⑰朝礼時の安全運転ルールの確認を実施している。

⑱自転車配達時の歩行者優先ポスターを駐輪場に設置し、徹底している。

⑲車両と通行人が接触しないよう、ポールを設置し、安全通路（看板設置）を確

保している。

⑳自転車による交通事故防止のため、交通事故防止ポイントを従業員に発信して

いる。

㉑社内で運転３ヶ条を募集し、事務所内に掲示するとともに、朝礼時に全員で唱

和している。

㉒雨天時の運転は、特にスリップに注意して運転するよう一声かけている。

㉓配達業務は、専門業者に委託している。

㉔新人を対象に、白バイ警察官によるバイク講習会へ参加させている。また、今

年度は、バイクで転倒した従業員も参加させる予定をしている。

㉕厚生労働省リーフレット「配達中の交通事故を防ぐために」で研修している。

配達中の交通事故を防ぐために 検索



切れ・こすれ災害防止対策事例
①刃物を使用する際は、周囲に気を取られないような場所で、集中して作業する

ことを徹底している。

②スライサーの清掃時は、完全に停止させ、電源を抜いてから行うことを徹底し

ている。

③新入社員や新規アルバイトに対するカッター、包丁、スライサーの正しい使い

方の指導を責任者から行い、安全作業が認められた者のみ作業をさせている。

④切れ味の悪くなった包丁は、すぐ研ぐよう指導している。

⑤古くなった調理器具で危険を感じたら、新しい器具と交換するようにしている。

⑥包丁を使用している人の背後を通る際は、声掛けを徹底している。

⑦安全衛生委員会時に、他店での災害事例を共有し、再発防止対策を検討した上

で、実施している。

⑧包丁の取り扱いについて、持ち場を離れるときは、必ず、指定のスタンドに格

納し、定位置管理を徹底している。

⑨包丁は、定期的に砥いで手入れをし、余計な力をかけずに作業できるようにし

ている。

⑩使用後のスライサーは、電源を切ることを徹底している。

⑪スライサーの清掃時は、金属手袋を使用している。

⑫農産・水産・畜産の作業場に、「耐切創軍手使用のポスター」を掲示し、着用

を徹底している。

⑬ＫＹＴ（危険予知トレーニング）として、月１回の安全衛生委員会で切創災害

の実例を挙げて指導している。

⑭段ボール箱の開封時は、通常のカッターは使用せず、専用カッターを使用し、

切創防止を指導している。
切創防止に有
効な手袋ない
かしら・・・



労働災害防止対策見える化コーナー

腰痛予防対策事例

株式会社東武ストア

株式会社東武ストア



コープデリ連合会

トイレ・休憩室は清掃され、清潔を保っている。手洗いなどに必要な備品
が備え付けられている。



コープデリ連合会



サミット株式会社



コープデリ連合会



転倒防止対策事例

株式会社東武ストア

株式会社東武ストア



株式会社東武ストア

日清医療食品株式会社



日清医療食品株式会社



コープデリ連合会



床面の滑り止め対策

東京無線オートガス協同組合

株式会社いなげや





東京無線オートガス協同組合

交通事故防止対策事例



切れ・こすれ災害防止対策事例

株式会社東武ストア

プロテクター手袋（耐切創性のもの） 安全カッター（刃先が出ないもの）



コープデリ連合会



コープデリ連合会



サミット株式会社



サミット株式会社

店舗内表示



労働災害防止対策事例を多数ご提出いただきありがとうご
ざいました。小売業の事業場で働く方が安全・安心できる
職場づくりに、なお一層、取り組んでいただくようお願い
いたします。

新宿労働基準監督署 安全衛生課

新宿労働基準監督署 Safe Work 推進運動

上記ロゴマークは、「新宿労働基準監督署からのお知らせ」
で検索すると、ダウンロードすることができます。
社名や店舗名を入れて掲示するなど、労働災害防止の気運の
醸成に活用してください。
なお、本ホームページには、各事業場の活用事例が掲載され
ていますので、ご覧ください。


