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富山労働局 第13次労働災害防止推進計画 

 

 

Ⅰ 計画のねらい 

 

１ 計画が目指す社会 

 働く方々の一人一人がかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、

一人の被災者も出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来

の展望を持ち得るような社会としていくためには、日々の仕事が安全で健康的なも

のとなるよう、不断の努力が必要である。 

 また、一人一人の意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟

な働き方を選択する社会への移行が進んでいく中で、従来からある単線型のキャリ

アパスを前提とした働き方だけでなく、正規・非正規といった雇用形態の違いにか

かわらず、副業・兼業、個人請負といった働き方においても、安全や健康が確保さ

れなければならない。 

 さらに、就業構造の変化等に対応し、高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人

労働者、障害者である労働者の安全と健康の確保を当然のこととして受け入れてい

く社会を実現しなければならない。 

 

 

２ 計画期間 

 2018年度から2022年度までの５か年を計画期間とする。 

 

 

３ 計画の目標 

 国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、以下の目標を計画期間中に達成

することを目指す。 

（１） 死亡災害については、一たび発生すれば取り返しがつかない災害であること

を踏まえ、計画期間中の死亡者数を、2013年から 2017年の５年間と比較

して1５％以上減少させる。 

（２） 死傷災害（休業４日以上の災害をいう。以下同じ。）については、死傷者数

の増加が著しい業種、事故の型に着目した対策を講じることにより、死傷者数

を2017年と比較して、2022年までに1５%以上減少させる。 

（３） 重点とする業種の目標は、以下のとおりとする。 

   ① 建設業 

     計画期間中の死亡者数を、2013年から 2017年の５年間と比較して

20％以上減少させる。 

   ② 製造業 

     計画期間中の死亡者数を、2013年から 2017年の５年間と比較して

20％以上減少させる。 
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   ③ 道路貨物運送業 

     死傷者数を2017年と比較して、2022年までに30％以上減少させる。 

   ④ 小売業 

     死傷者数を2017年と比較して、2022年までに20％以上減少させる。 

   ⑤ 社会福祉施設 

     死傷者数を2017年と比較して、2022年までに20％以上減少させる。 

   ⑥ 飲食店 

     死傷者数を2017年と比較して、2022年までに30％以上減少させる。 

（4） 上記以外の目標については、以下のとおりとする。 

   ① 転倒災害 

     転倒による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに10％以上

減少させる。 

   ② メンタルヘルス 

     メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を、2022年までに

90％以上とする。（年間安全衛生管理計画書により把握） 

     規模５０人以上の事業場で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、2022年までに60％以上とする。（年間安全

衛生管理計画書により把握） 

   ③ 腰痛 

     計画期間中の第三次産業の腰痛による死傷者数を、2013年から2017

年の５年間と比較して１０％以上減少させる。 

   ④ 熱中症 

     計画期間中の熱中症による死傷者数を、2013年から2017年の５年間

と比較して５％以上減少させる。 

 

 

４ 計画の評価と見直し 

 計画に基づく取組が着実に実施されるよう、毎年、計画の実施状況の確認、評価

を行い、また、必要に応じ計画の見直しを検討する。 

 計画の評価に当たっては、単に死傷者の数や目標に掲げた指標の増減のみならず、

その背景や影響を及ぼしたと考えられる指標、社会経済の変化も含めて分析を行う。 

 

 

Ⅱ 富山県における現状 

 

１ 死亡災害の発生状況と課題 

 第 12次労働災害防止計画（以下「第 12次防」という。）期間である平成 25

年から平成29年までの間の死亡者数は56人であった。第11次労働災害防止計

画（以下「第11次防」という。）期間中の70人から20％の減少となり、第12

次防において20％以上の減少とした目標が達成された。 
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第12次防期間中の死亡者数56人について、業種別の内訳を見ると、最も多い

業種は、建設業で16人（28．6%）、以下、製造業で13人（23．2%）、道路貨

物運送業で 11人（19．6%）となっている。また、事故の型別の内訳を見ると、

最も多いものが、交通事故で16人（２８．６％）、以下、墜落、転落で10人（17．

9%）、はさまれ、巻き込まれで6人（10．7%）となっている。 

死亡災害等の重篤な災害を撲滅するためには、死亡災害全体の約５割を占める建

設業と製造業を重点業種として取り組む必要があり、特に、建設業においては、墜

落、転落災害の防止、製造業においては、はさまれ、巻き込まれ災害の防止を重点

として対策を進める必要がある。 
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２ 死傷災害の発生状況と課題 

 休業4日以上の死傷者数は、平成25年以降増減を繰り返し、平成29年は1,189

人であった。平成24年の1,222人からは２．７％の減少にとどまったことから、

第12次防において15％以上の減少とした目標は達成できなかった。 

平成29年の死傷者数1,189人について、業種別の内訳を見ると、製造業で325

人（27．３%）、建設業で164人（13．８%）、道路貨物運送業で154人（13．

0%）、第三次産業で485人（40．８%）となり、平成24年と比べると道路貨物

運送業と第三次産業の比率が高くなっている。 

平成 15年からの業種別死傷者数の推移を見ると、製造業と建設業については、

長期的には減少傾向にあるものの減少が緩やかとなってきている。一方、第三次産

業については増加傾向にあり、道路貨物運送業については横ばいであったが、平成

29年は前年比5８．８％増と大幅に増加した。 

第三次産業のうち小売業と社会福祉施設では、高年齢労働者に発生しやすい転倒

図１ 平成15年以降の死亡災害と死傷災害の推移 
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(2017) 
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災害の増加に伴い、死傷者数が大幅に増加しており、また、飲食店においても、安

全衛生管理体制が十分に機能していないために減少傾向が見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年と平成26年の雇用者数を比べると、全産業ではほぼ変わらないもの

の、業種別で見ると、ほとんどの業種で減少しており、中でも建設業が最も高い１

割の減少となっている。一方、社会福祉施設では大幅に増加しており、災害の増加

が懸念される。 

第11次防と第12次防のそれぞれの期間平均での死傷年千人率を比べると、道

路貨物運送業と小売業で増加しており、これらの業種については、重点的な取組が

図３ 平成15年以降の業種別死傷災害の推移（第３次産業） 
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図２ 平成15年以降の業種別死傷災害の推移 
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必要である。 

労働災害が増加し、或いは、減少傾向が見られない道路貨物運送業、第三次産業

のうち小売業、社会福祉施設、飲食店に対して、高年齢労働者の増加にも配慮し対

策を進める必要がある。 

 

 

表１ 業種別雇用者数の推移 

 

業種 平成21年（人） 平成26年(人) 増減率（％） 

製造業 128,036 125,337 ▲2．1 

建設業 34,739 31,260 ▲10．0 

道路貨物運送業 14,677 13,528 ▲7．8 

小売業 59,259 57,559 ▲2．9 

社会福祉施設 24,453 31,240 27．8 

飲食店 21,340 21,129 ▲1．0 

全産業 447,332 443,385 ▲0．9 

※ 雇用者数は、経済センサスによる。 

 

 

表２ 災防計画期間ごとの業種別死傷年千人率の推移 

 

業種 
11次防 

（期間年平均） 

12次防 

（期間年平均） 
増減率（％） 

製造業 2．93 2．61 ▲10．9 

建設業 6．07 5．50 ▲9．4 

道路貨物運送業 8．11 8．84 9．0 

小売業 1．97 2．33 18．3 

社会福祉施設 1．88 1．76 ▲6．4 

飲食店 1．34 1．17 ▲12．7 

全産業 2．68 2．50 ▲6．7 

※ 11次防には平成21年、12次防には平成26年の雇用者数を用いた。 

 

 

３ 労働者の健康確保をめぐる動向と課題 

平成29年度年間安全衛生管理計画書のアンケート集計結果では、規模10人以

上の事業場でメンタルヘルス対策に何らかの取り組みを行っている事業場の割合

は 81%である。また、規模 50人以上の事業場でストレスチェックを実施した事
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業場の割合は９割を超え、これらのうち集団分析を実施した事業場の割合は８割を

超えている。 

精神障害や過労死等を未然に防止するためには、メンタルヘルス対策を推進する

必要があり、特に、メンタルヘルス不調を未然に防止するためには、ストレスチェ

ックを実施し、労働者がストレスの状態を把握するとともに、集団ごとに集計、分

析することにより職場環境の改善につなげることが重要である。また、働き方改革

の観点から長時間労働の是正が求められているところであり、過労死等を防止する

ため過重労働による健康障害防止対策にも重点的に取り組む必要がある。 

近年、化学物質による職業がんなど、化学物質による健康障害が発生しているこ

とから、特定化学物質障害予防規則等による規制の対象となっていない化学物質に

よる健康障害を効果的に防止するための対策を進める必要がある。 

石綿による健康障害の防止については、2028年頃に国内での石綿使用建築物の

解体がピークを迎えることを踏まえた対策を進める必要がある。 

業務上疾病の中で最も多い腰痛については、全体の５割以上が社会福祉施設など

の第三次産業において発生していることから、これらの業種における腰痛の予防に

重点的に取り組む必要がある。 

熱中症の労災認定件数は、平成25年以降、年間50件以上で推移しており、減

少傾向が認められないことから、引き続き、熱中症の予防に重点的に取り組む必要

がある。 

 

 
Ⅲ 計画の重点事項 

 先に述べた富山県における労働災害及び従来から取り組んでいる労働災害防止

対策、職業性疾病予防対策を踏まえ、重点対策は以下の６項目とする。 

１ 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 

２ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 

３ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進 

４ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 

５ 化学物質等による健康障害防止対策の推進 

６ 企業・業界単位での安全衛生の取組の強化 

 

 

Ⅳ 重点事項ごとの具体的取組 

 

１ 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 

（１）建設業における墜落・転落災害等の防止 

・ 建設業における労働災害の約４割を占める墜落・転落災害を防止するため、

労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）に基づく措置の遵守徹底と「足

場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に基づく対策の普及促進を図

る。 

・ 高所作業時における墜落防止用保護具については、原則としてフルハーネス
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型とする安衛則等の改正内容の周知と墜落時の落下距離に応じた適切な保護具

の使用の徹底を図る。 

・ 今後増加が見込まれる鉄筋コンクリートや鉄骨の建築物、橋梁等の解体工事

における労働災害防止対策の徹底を図る。 

・ 地震、台風、大雨等の自然災害に被災した地域の復旧・復興工事における労

働災害防止対策の徹底を図る。 

（２）製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止 

・ 危険性の高い機械等について、「機械の包括的な安全基準に関する指針」（平

成19年７月31日付け基発第0731001号）による製造時のリスクアセスメ

ントの確実な実施の促進を図る。 

・ 製造者によるリスクアセスメントを実施しても残留するリスク等について、

機械等の使用者への情報提供の徹底を図るとともに、災害を発生させた事業場

における再発防止対策の徹底を図る。 

・ 災害が多発している食料品製造業について、食品加工機械の安全な使用方法

等を浸透させるため、他の製造業と同様に職長に対する教育の実施等を推進す

る。 

・ 主要な製造業の業界団体により構成される製造業安全対策官民協議会におけ

る安全対策の検討結果を周知することにより、事業場の自主的な安全確保の促

進を図る。 

 

 

２ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 

（１）労働者の健康確保対策の強化 

・ 過重労働、メンタルヘルス対策等の労働者の心身の健康確保対策がこれまで

になく強く求められていることから、労働者の健康管理に関して、経営トップ

が取組方針を設定、表明する等、企業における積極的な取組を推進する。 

・ 過重な長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリスクが高い状

況にある労働者を見逃さないため、医師による面接指導や産業医・産業保健ス

タッフによる健康相談等を確実に実施する等、事業場における労働者の健康管

理を推進する。 

・ 衛生委員会等の活動の活性化を図るため、産業医に衛生委員会等の参加を促

すなどの取組を進める。 

（２）過重労働による健康障害防止対策の推進 

・ 長時間労働者に対する医師による面接指導の実施、長時間労働者に関する情

報の産業医への提供の徹底を図る。 

（３）職場におけるメンタルヘルス対策等の推進 

・ ストレスチェック制度について、高ストレスで、かつ医師による面接指導が

必要とされた者を適切に医師の面接指導につなげるなど、メンタルヘルス不調

を未然に防止するための取組を推進する。 

・ 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について、好事例
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の収集・情報提供等の支援を行い、その取組を推進することで、事業場におけ

る総合的なメンタルヘルス対策の取組を推進する。 

・ 富山産業保健総合支援センターによる支援等の活用を勧奨することにより、

小規模事業場におけるストレスチェック制度の普及を含めたメンタルヘルス対

策の取組を推進する。 

・ 事業場におけるメンタルヘルス対策について、「労働者の心の健康の保持増

進のための指針」（平成 18年健康保持増進のための指針公示第３号）に基づ

く取組を引き続き推進する。特に、事業場外資源を含めた相談窓口の設置を推

進することにより、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

境の整備を促進する。 

 

 

３ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進 

（１）災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応 

ア 業種別の重点対策 

（ア）第三次産業対策 

・ 労働者数の増加等に伴い、労働災害の総件数が増加傾向にある小売業、社

会福祉施設及び飲食店について、事業場単位の安全衛生管理に加え、本社・

本部による労働災害防止に向けた取組の促進を図る。 

・ 経営トップに対する意識啓発や「危険の見える化」、リスクアセスメント

による設備改善、ＫＹ活動等による危険感受性の向上のための働きかけに取

り組む。 

・ 会員企業の安全衛生対策を推進するための安全衛生委員会等を設置してい

ない第三次産業の業種の業界団体に対し、安全衛生委員会等の設置を働きか

ける。また、当該委員会等の活動や必要な人材の育成等について、中央労働

災害防止協会と連携して取り組む。 

・ 社会福祉施設については、腰痛予防のため、安全衛生教育の徹底を図ると

ともに、介護機器等の導入促進を併せて行う。 

・ 小売業、飲食店については、他業種に比べて非正規雇用労働者の割合や経

験年数３年未満の死傷者の割合が高いことを踏まえ、雇入れ時の安全衛生教

育の徹底を図る。 

（イ）陸上貨物運送事業対策 

・ 陸上貨物運送事業における労働災害の約６割が荷役作業時に発生している

ことから、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」

（平成25年3月25日付け基発0325第1号）に基づき、陸上貨物運送

事業労働災害防止協会と連携し、保護帽の着用等の基本的な安全対策の徹底

を図る。 

・ 富山運輸支局と連携し、荷主事業者に対し、長時間の荷待ち時間の削減や

荷役施設・設備の改善、荷役作業の安全担当者の配置等について支援を要請

する。 
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イ 災害種別の重点対策 

（ア）転倒災害の防止 

・ 死傷災害のうちの約４分の１を占める転倒災害について、４Ｓ（整理・整

頓・清掃・清潔）や注意喚起を促すステッカーの掲示等による「危険の見え

る化」、作業内容に適した防滑靴の着用等の取組の促進を図る。 

・ 積雪・凍結等により冬季において増加する転倒災害の防止を広く呼び掛け

る。 

・ 一般的に加齢に伴う身体機能の低下により転倒災害の発生リスクが高まる

ことから、これを予防するための体操の周知、普及を図る。 

（イ）腰痛の予防 

・ 腰痛の予防のための安全衛生教育の実施を推進するとともに、介護労働者

の身体的負担軽減を図るための介護機器の導入促進を図る。 

・ 荷の積卸し等の定型的な重筋業務を行う場合における身体への負担を軽減

する機械等の普及を図る。 

（ウ）熱中症の予防 

・ ＪＩＳ規格に適合したＷＢＧＴ値測定器の普及を図る。 

・ 夏季の屋外作業や高温多湿な屋内作業場について、ＷＢＧＴ値の測定とそ

の結果に基づき、休憩の確保、水分・塩分の補給、クールベストの着用等の

必要な措置の徹底を図る。 

・ 熱中症予防対策の理解を深めるために、建設業等における先進的な取組の

紹介や労働者等向けの教育ツールの提供を行う。 

（エ）交通労働災害対策 

・ バス、トラック、タクシー等の事業用自動車を保有する事業場において道

路運送法又は貨物自動車運送事業法により選任される運行管理者の講習（２

年ごと）に際し、富山運輸支局と連携して、交通労働災害防止のための教育

を推進する。 

・ 交通労働災害については、死亡災害の過半数が、バス、トラック、タクシ

ー等の事業用自動車を保有する事業場以外の事業場で発生していることを踏

まえ、警察機関と連携し、あらゆる業種の業界団体に対し、実効ある交通労

働災害防止対策が展開されるよう働きかける。 

（２）高年齢労働者、外国人労働者の労働災害の防止 

ア 高年齢労働者対策 

・ 労働力が高齢化し、転倒災害や腰痛が増加傾向にあることから、高年齢労

働者に配慮した職場環境の改善や筋力強化等の身体機能向上のための健康づ

くり等の取組事例を収集し、安全と健康確保のために配慮する事項の普及を

図る。 

イ 外国人労働者、技能実習生対策 

・ 外国人労働者を雇用する事業場に対し、安全衛生教育の実施、労働災害防

止のための日本語教育等の実施、労働災害防止に関する標識･掲示の設置、健

康管理の実施等の徹底を図る。 
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・ 安全衛生教育の実施について、外国人労働者向けの安全衛生教育マニュア

ルの活用促進を図る。 

・ 技能実習生については、外国人技能実習機構と連携し、監理団体や技能実

習生の受入れを行う事業場に対する労働災害防止のための取組を推進する。 

 

 

４ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 

・ 「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成８年健

康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針第１号）、「治療と職

業生活の両立支援のためのガイドライン」（平成28年２月23日基発第0223

第 5号等。以下「両立支援ガイドライン」という。）の周知啓発を図り、企業

の意識改革及び支援体制の整備を促進する。 

・ 両立支援ガイドラインに基づく事業者と医療機関の連携を一層強化するため

の企業向け及び医療機関向けマニュアルの普及を図る。 

・ 富山県地域両立支援推進チームの活動等を通して、地域における企業、医療

機関等の関係者の具体的連携を推進する。 

 

 

５ 化学物質等による健康障害防止対策の推進 

（１） 化学物質による健康障害防止対策 

・ ラベル表示とＳＤＳの入手・交付の徹底を図るとともに、危険性又は有害性

等が判明していない化学物質が安易に用いられることのないよう指導、啓発す

る。 

・ 化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく作業等の改善方法を具体的に

分かりやすく示す等により、リスクアセスメントの実施とその結果を踏まえた

作業改善等の取組の促進を図る。 

・ 労働者が化学物質のラベル表示やＳＤＳによる情報と保護具の正しい着用方

法等について正しく理解できるような雇入れ時等の安全衛生教育の徹底を図

る。 

・ 特定化学物質障害防止規則等の遵守徹底を図るとともに、「がん原性指針」

（平成28年３月31日健康障害を防止するための指針公示第26号）について

周知、徹底を図る。 

（２）石綿による健康障害防止対策 

・ 発注者が低額で短期間の工事を求め、施工者も低額で短期間の工事を提示す

ることで契約を得ようとすることにより、必要な石綿ばく露防止措置がおろそ

かになることを防止するため、こうした石綿ばく露防止措置を講じない施工者

への対策を強化するとともに、解体工事等の発注者に求められる石綿ばく露対

策の徹底を図る。 

・ 大規模地震等の自然災害が発生した際には、被災建築物等のがれきの撤去作

業や被災建築物等の解体工事において石綿ばく露防止が円滑に図られるよう、
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環境省のマニュアルも踏まえつつ、被災状況に応じた指導、周知等の対応を行

うとともに、マスクや手袋等の保護具の円滑な確保等、ばく露防止対策の推進

を図る。 

（３）受動喫煙防止対策 

・ 受動喫煙の健康への有害性に関する理解を広めるための啓発や事業者に対す

る効果的な支援の実施により、事業者及び事業場の実情に応じた禁煙、空間分

煙等の受動喫煙防止対策の普及、促進を図る。 

（４）粉じん障害防止対策 

・ 粉じんばく露作業に伴う労働者の健康障害を防止するため、第９次粉じん障

害防止総合対策に基づき、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組

を推進する。 

 

 

６ 企業・業界単位での安全衛生の取組の強化 

（１）企業のマネジメントへの安全衛生の取り込み 

・ 労働災害防止には、企業の経営トップ等の関与が重要であることから、企業

のマネジメントの中に安全衛生を位置付けることを推奨していくとともに、労

働者の安全衛生に関する経営トップによる取組方針の設定、表明等、積極的な

取組を推進する。 

（２）業界団体内の体制整備の促進 

・ 労働災害の防止に向けては、業界団体による自主的な取組が重要であること

から、労働災害が減少しない業界や取組が低調な業界団体に対して要請等を行

う。 

・ 労働災害が増加傾向にある業種等については、労働災害防止団体が行う労働

災害防止活動に対して、この計画の重点対策を考慮しながら引き続き必要な支

援を行う。 

（３）中小規模事業場への支援 

・ 中小規模事業場における安全衛生管理体制を整備するとともに、４Ｓ（整理・

整頓・清掃・清潔）、「危険の見える化」、リスクアセスメント等の安全衛生

活動を活性化させるため、安全管理士や衛生管理士による職場改善指導等の労

働災害防止団体を通じた支援を行う。 

 

 


