特 集

第13次労働災害防止
計画と産業保健
本年度から2023年３月までの５カ年計画として「第13次労働災害防止計画」がスター
トした。
「第１次労働災害防止計画」の策定から「第12次労働災害防止計画」策定の間、わが
国の死亡災害の発生件数は減少しているものの、いまだその水準は低いといえず、第
三次産業の労働者数の急速な増加や労働者の高齢化もあるため、職場においてはさ
らなる健康と安全の確保が求められる。
「第13次労働災害防止計画」では、過労死等の防止や疾病を抱える労働者の健康確
保、メンタルヘルス不調への対策等が重点事項として挙げられている。
本特集では厚生労働省による同計画の解説をはじめ、新たな労働災害防止計画を
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踏まえ、労働局と労働災害防止団体が計画している今後の活動方針等を紹介する。

特集

●

第１３次労働災害防止計画のポイント
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 計画課

1. 背 景

は、1961（昭和36）年の6,700人から大きく減少し、2015
（平成27）年に初めて1,000人を下回った（図）。

労働災害防止計画については、戦後の高度経済成長

一方で、休業４日以上の死傷者数は、長期的には減

期における産業災害や職業性疾病の急増を踏まえ、

少傾向にあるが、過去10年間においては、リーマン・

1958（昭和33）年に第一次計画（昭和33年８月８日閣

ショックの直後を除き、
約12万件で横ばいが続いている。

議決定）が策定され、社会経済の情勢や技術革新、働き

横ばいが続いている要因としては、特に災害を型

方の変化等に対応しながら、計画期間を５年として、これ

別にみると、
「転倒」や腰痛等の「動作の反動・無理

まで12次にわたり策定されてきた。

な動作」が大きく増加しており、第三次産業の労働

この間、労働災害防止計画に定める目標の達成に向け
て、関係省庁、労働災害防止団体、業界団体等とも連携

者数の急速な増加や労働者の高齢化によるものと考
えられる。

し取組が進められた結果、わが国の労働現場における安

また、過労死やメンタルヘルス不調が社会問題と

全衛生の水準は大幅に改善し、特に死亡災害の発生件数

してクローズアップされる中で、働き方改革実行計
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図. 労働災害による死亡者数の推移
（人）
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表. 事故の型別災害発生状況

画（平成29年３月28日働き

事故の型

2012年

2016年

増 減

方改革実現会議決定）
を踏ま

転倒

25,974人
（21.7％） 27,152人
（23.0％） + 4.5％
（+1.3pt）

え、過労死研究の推進とそ

墜落・転落

（±0pt）
20,275人
（17.0％） 20,094人
（17.0％） ▲0.9％

の成果を活用しつつ、労働

動作の反動・無理な動作

14,191人
（11.9％） 15,081人
（12.8％） + 6.3％
（+0.9pt）

はさまれ・巻き込まれ

15,802人
（13.2％） 14,136人
（12.0％）

▲10.5％
（▲1.2pt）

交通事故
（道路）

8,352人
（7.0％）

8,125人
（6.9％）

▲2.7％
（▲0.1pt）

ルヘルス対 策等に取り組む

切れ・こすれ

9,258人
（7.7％）

8,117人
（6.9％）

▲12.3％
（▲0.8pt）

ことが必 要になっているほ

その他

者の健 康確保対 策やメンタ

か、治療と仕事の両立への
取組を推進することも求められている。
さらに、胆管がんや膀胱がんといった化学物質によ
る重篤な健康障害の防止や、今後増加が見込まれる
石綿使用建築物の解体等工事への対策強化も必要と
なっている。
このような状況を踏まえ、労働災害を少しでも減
らし、安心して健康に働くことができる職場の実現

25,724人
（21.5％） 25,205人
（21.4％）
※（

▲2.0％
（▲0.1pt）

）内の数値は全死傷災害に占める割合

死亡災害の目標については、第12次労働災害防止計
画（以下「12次防」という。）と同じく、15％以上減少さ
せることとされている。
死傷災害の目標について、12次防においては15％以
上減少させるという目標であったが、雇用者数の増加、
労働力の高齢化等を考慮して13次防においては５％以
上減少させることとされた。

に向け、2018（平成30）年度を初年度として、５年

死傷災害の重点業種は、第三次産業の雇用者数の

間にわたり国、事業者、労働者等の関係者が目指す

大幅な増加等について適切に評価するため、災害の発

目標や重点的に取り組むべき事項を定めた第13次労

生率を示す死傷年千人率で評価することとされたが、こ

働災害防止計画（以下「13次防」という。
）
が策定され

れらの業種については、死傷年千人率で評価したとして

たところである。

も大きく減少しておらず、特に社会福祉施設及び飲食店

2. 計画の重点事項及び目標

にいたっては、災害発生件数のみならず死傷年千人率で
も増加しており、今まで以上の対策が求められている。

13次防においては、国、事業者、労働者等の関係者

メンタルヘルスに関する目標については、
「働き方改

が一体となって、一人の被災者も出さないという基本理

革実行計画」等を踏まえ、労働者が安心して産業医によ

念の実現に向け、次頁のとおり重点事項及び目標が定

る面接指導や健康相談を受けられる環境整備を促進す

められている。

るとともに、ストレスチェックの集団分析結果を活用した
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職場環境改善の普及を図るため、３項目の目標が設定さ

紙幅の関係上、
「過労死等の防止等の労働者の健康

れた（具体的な目標は以下の目標の④のア〜ウのとおり）
。

確保対策の推進」について、その一部を紹介する。

3. 重点事項ごとの具体的取組
13次防においては、以下で示した重点事項８項目
それぞれの具体的取 組を示しているところであるが、

「過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の
推進」
ア

労働者の健康確保対策の強化

（ア）企業における健康確保措置の推進

重点事項
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
⑦安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
⑧国民全体の安全・健康意識の高揚等

・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。そのため、法定の健康診断やその結果を踏ま
えた就業上の措置のみならず、労働者の健康管理
に関して、経営トップの取組方針の設定・表明等、
企業の積極的な取組を推進する。また、労働者は、
自らも健康の保持増進に努める。
（イ）産業医・産業保健機能の強化
・事業場において、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

目 標
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、死亡者数を2017年と

合を80％以上
（56.6％：2016年）
とする。

比較して、2022年までに15％以上減少させる。

ウ. ストレスチェック結果を集団分析し、
その結果を活

②死傷災害（休業４日以上の労働災害をいう。）
につい

用した事業場の割合を60％以上（37.1％：2016年）

ては、死傷者数の増加が著しい業種、事故の型に着

とする。

目した対策を講じることにより、死傷者数を2017年と

エ. 化学品の分類及び表示に関する世界調和システ

比較して、2022年までに５％以上減少させる。

ムによる分類の結果、危険性又は有害性等を有すると

③重点とする業種の目標は以下のとおりとする。

される全ての化学物質について、ラベル表示と安全

ア. 建設業、製造業及び林業については、死亡者数を

データシート
（以下「SDS」
という。）
の交付を行っている

2017年と比較して、2022年までに15％以上減少させる。

化学物質譲渡・提供者の割合を80％以上（ラベル表

イ. 陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び

示60.0％、SDS交付51.6％：2016年）
とする。

飲食店については、死傷者数を2017年と比較して、

オ. 第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による

2022年までに死傷年千人率で５％以上減少させる。

死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年

④ ①〜③以外の目標については、以下のとおりとする。

4

イ. メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割

千人率で５％以上減少させる。

ア. 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場

カ. 職場での熱中症による死亡者数を2013年から

に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割

2017年までの５年間と比較して、2018年から2022

合を90％以上
（71.2％：2016年）
とする。

年までの５年間で５％以上減少させる。
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業医・産業保健スタッフによる健康相談等が確実に

規模事業場におけるストレスチェック制度の普及を

実施されるようにし、労働者の健康管理を推進する。

含めたメンタルヘルス対策の取組を推進する。

・
「産業医制度の在り方に関する検討会報告書」
（平

・事業場におけるメンタルヘルス対策について、労働

成28年12月26日産業医制度の在り方に関する検討

者の心の健康の保持増進のための指針（平成18年

会とりまとめ）で示された内容等も踏まえ、産業医

健康保持増進のための指針公示第３号）に基づく取

の在り方を見直し、産業医等が医学専門的な立場

組を引き続き推進するとともに、特に、事業場外資

から労働者の健康確保のためにより一層効果的な

源を含めた相談窓口の設置を推進することにより、

活動を行いやすい環境を整備する。

労働者が安心してメンタルヘルス等の相談を受けら

・さらに、
①産業医の質・量の確保、地域偏在等の問題の改善
②産業医の選任義務がない小規模事業場における
産業保健機能強化のための支援
③産業医や看護職等の産業保健スタッフから構成
されるチームによる産業保健活動の推進
④産業医科大学による産業保健分野の人材育成の
推進のために必要な方策について検討し、対策
を講じる。
・衛生委員会等の活動の活性化を図るため、産業医

れる環境を整備する。
（イ）パワーハラスメント対策の推進
・労働者が健康で意欲を持って働けるようにするために
は、労働時間の管理やメンタルヘルス対策だけでな
く、職場のパワーハラスメントを防止する必要がある
ことから、働き方改革実行計画を受けて開催された
有識者と労使関係者からなる検討会の結果を踏まえ
て、パワーハラスメント対策を推進する。

4. 最後に

に衛生委員会等の参加を促すなどの取組を進める

安全衛生の取組は、従業員の健康と安全を確保する

とともに、必要に応じて、衛生委員会等の審議事

人的投資であり、人材の確保を通じた経営のアドバン

項等について見直しを検討する。

テージにつながるものである。また、企業の社会的評

イ 過重労働による健康障害防止対策の推進

価の向上や生産性向上などにもつながっていくものであ

・時間外労働の上限規制により過重労働の防止を図る

り、会社経営においても非常に重要な事項である。

とともに、過重な労働により脳・心臓疾患等の発症

安全衛生の取組を推進するためには、経営者が率先

のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、

して取り組んでいただくことが不可欠であり、重点事項

長時間労働者に対する健康確保措置として、医師に

の６番目に「企業・業界単位での安全衛生の取組の強

よる面接指導の対象者の見直しや労働時間の客観

化」が掲げられている。

的な把握等の労働者の健康管理を強化する。
ウ

職場におけるメンタルヘルス対策等の推進

（ア）メンタルヘルス不調の予防
・ストレスチェック制度について、高ストレスで、かつ医

さらに、新たに仕事に就く方や高齢者が増える中で、
こうした方々への安全衛生教育がより一層重要となって
おり、重点事項の７番目に「安全衛生管理組織の強化
及び人材育成の推進」
が掲げられている。

師による面接指導が必要とされた者を適切に医師の

働き方改革では、過労死等防止などの健康対策に重

面接指導につなげるなど、メンタルヘルス不調を未

点が置かれており、13次防でもそれを踏まえた内容が

然に防止するための取組を推進するとともに、ストレ

多く盛り込まれているが、高齢化などの進展を考えると、

スチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善

健康の確保が安全の確保にも直結してくるともいえる。

について、好事例の収集・情報提供等の支援を行い、

今後より一層の取組を進めていきたいと考えていると

その取組を推進することで、事業場における総合的

ころであるが、企業の皆様におかれても、引き続きご

なメンタルヘルス対策の取組を推進する。

尽力いただくようお願いする次第である。

・産業保健総合支援センターによる支援等により、小
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労働局における
第13次労働災害防止計画
東京労働局 労働基準部 安全課・健康課／和歌山労働局 労働基準部 健康安全課

東京労働局 労働基準部 安全課・健康課

1. 東京都内の労働災害の現状
東京は、人口1,376万人を擁し、中央官庁及び全国
的な企業の本社が集中する地域である。第三次産業
の比率が高く、企業等の売上（収入）金額の合計は約

2. 第13次東京労働局労働災害
防止計画
〜３つの基本的な考え方〜
このような状況の中、東京労働局では、3月30日付
けで「第13次東京労働局労働災害防止計画」
（計画年

666兆円で、全国の５割弱を占めている。
東京都内の労働災害は、2017年の死亡者が66人と

度：2018 〜 2022年度）を策定した。東京都内の安全

なった。休業４日以上の死傷災害は9,837人となり、い

衛生を取り巻く現状を踏まえ、次の①〜③の３点を基

ずれも2016年と比べ増加している
（図１）
。

本的な考え方として取り組んでいく。

特に、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技

①オリンピック・パラリンピック競技大会施設工事の

大会の開催に向けた準備が進められる中で人手不足の

安全衛生対策

顕在化、第三次産業の労働者数の急速な増加、労働

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

力の高齢化などに伴い、労働災害の減少に向けては、

施設工事をはじめとして、都内では建設需要が増加し

新しい切り口や視点での対策が求められている。

ている。施設工事における労働災害によって不幸とな

図１.東京都内の労働災害発生状況（2017年）

る人を出さないよう、管内の労働基準監督署、関係事

74
50

業者、関係団体等と緊密に連携を図り、労働災害防

労働災害による死亡者数

100

66

67

②本社機能が集中する東京発の安全衛生対策の

58

54

全国への普及拡大

（人）0
2013

2014

2015

2016

（年）
2017

9,837

9,753
9,585

6

な安全衛生対策を推進するよう働きかけ、東京発の安
全衛生対策を全国の事業場へ普及拡大することによ

9,639

り、全国の労働災害の減少を目指す。

9,376
9,000
（人）

都内には、資本金10億円以上の企業の半数以上が
本社機能を置いている。これらの企業に対し、全社的

休業 4 日以上の死傷者数

10,000

9,500

止に取り組む。

③「行政が進める安全衛生対策の見える化」の推進
2013
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2014

2015

2016

（年）
2017

安全衛生対策は国民的課題であるにもかかわらず、一
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般社会でも認知度は必ずしも十分とは言えない状況で
ある。行政が進める安全衛生対策について、誰もがわか
りやすく、アクセスしやすいよう、
「Safe Work TOKYO」

第13次労働災害防止計画と産業保健

に対して、労働災害防止に関する助言等を行う。
（２）ストレスチェックへの取組
集団分析の取組事例を収集し、事例集の作成を検討

のロゴマーク
（図２）等を広く国民にアピールしていく。

する。また、建設業労働災害防止協会が推奨している

図２.「Safe Work TOKYO」のロゴマークとキャッチフレーズ

無記名ストレスチェックの実施を呼びかけるなど、建設
現場のストレスチェックを推進する。
（３）治療と仕事の両立支援対策
東京地域両立支援推進チームによる連携及び各企
業の取組状況の実態把握により、効果的な
「両立支援
ガイドライン」の普及促進を図る。また、企業における

〜トップが打ち出す方針みんなで共有 生み出す安全・安心〜

今年度からはキャッチフレーズとして「トップが打ち
出す方針

みんなで共有

生み出す安全・安心」を位

好事例を収集し、情報提供する。さらに、経営トップ
による基本方針表明の促進を図る。
（４）自発的に労働災害防止に取り組んでいる
企業本社との連絡会の設置

置付け、
「Safe Work TOKYO」のロゴマークの下、関
係者が「労働災害は本来あってはならない」との認識

小売業、社会福祉施設、飲食店それぞれの業種か

を共有して取組を推進していく。

らなる連絡会を設置し、労働災害防止の好事例の共

3.

有などを企業間で図る。

独自の取組

東京労働局の独自の取組をいくつか紹介する。
（１）社会保険労務士会との連携

（５）私の安全宣言コンクール

写真 . 安全宣言の例

官民一体の労働災害防止の
取 組の 一 環として、 労 働 者の

2018年３月30日に、東京都社会保険労務士会と東

方々自身の安全宣言を10月7日

京労働局の間で「第三次産業における労働安全衛生活

まで募集する。優秀作品は東京

動の促進に関する協定書」を締結した。今後、講習会

労働局から表彰を行うことによ

を実施した上で、社会保険労務士から企業の事業主

り、労使双方の安全意識の向上を図る
（写真）
。

和歌山労働局 労働基準部 健康安全課
国の労働災害防止計画策定に合わせて、和歌山労働

画最終年である2017年の実績では、死亡者数は2012

局においても事業者、労働者等の関係者が目指す目標

年比10％減に相当する９人、死傷災害が同5.6％減に

や重点的に取り組むべき事項を定めた第13次労働災害

相当する1,116人と、いずれも目標達成には至らなかっ

防止計画（以下「13次防」
という。
）
を策定したところであ

た。

る。13次防のうち主に労働者の健康確保に関する取組

この13次防においては、以下の目標を定め、気持ち

について記載する。

を新たに事業者、労働者等の関係者が一体となって尽

1.

力して参りたい。

当局における13次防の目標

2012年度を初年度とする第12次労働災害防止計画

①死亡災害について、2013年から2017年の５年間（12
次防期間）と比較して、2018年から2022年までの５

（以下「12次防」という。）では、①死亡災害の15％削減、

年間（13次防期間）で15％以上減少させるとともに、

②休業４日以上の死傷災害の15％削減、を目標に掲げ

労働災害が多発・増加している業種については、業

て労働災害防止に取り組んできたところであるが、計

種別に目標件数を設定する。
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②死傷災害についても同様に、13次防期間において
12次防期間と比較して10％以上減少させる。
③その他目標として、ストレスチェックの実施率を90％

等で年平均50件程度発生し、当局における職業性疾病
の７割を占めている。
これらの業種を重点として、雇入れ時教育等に腰痛

以上とする、腰痛の発生件数を10％以上減少させる、

予防対策を盛り込むことを徹底するほか、社会福祉施

熱中症の発生件数を10％以上減少させる。

設（介護施設）
に対して、県や市町村が行う介護事業者

なお、②について、国の第13次労働災害防止計画

に対する研修会や指導との連携、労働者の身体への負

では死傷者数を2017年比５％減少を目標として掲げて

担を軽減する機械等の普及を図る。

いるが、当局では12次防において５％を上回る減少率

（４）
定期健康診断有所見率改善対策

を達成していることから、国の目標を上回る独自の目

定期健康診断における有所見率については、上昇の

標を設定した。

一 途をたどり、2016年 の当 局における有 所見 率 は

2. 13次防における重点事項

56.5％となっている。また、2003年以降全国平均より

前述の目標達成に向けて、当局では以下の項目を重

高い状況が続いており、有所見率対策が急務である。
これを改善するために、県の関係部局や全国健康保

点事項として設定している。

健協会、産業保健総合支援センター、医師会等との連

①労働災害を減少させるための重点施策

携によりセミナー、講習会等を開催し、商工会議所、

②労働者の健康確保のための重点施策

商工会等を通じて情報提供を行うことにより取組機運

③治療と仕事の両立支援対策

の醸成を図る。

④リスクアセスメントの普及促進

また、産業医の選任義務がない小規模事業場におけ

⑤関係行政機関、労働災害防止団体、業界団体との

る産業保健機能強化のため、地域産業保健センターと

連携強化

の連携強化を進めていく。

このうち、産業保健の観点からも重要である事項に
ついて数点を取上げ、以下に記載する。
（１）
過重労働による健康障害防止対策

（５）
治療と仕事の両立支援対策
労働者が治療と職業生活の両立を図るために、ガイ
ドラインの周知や産業保健総合支援センターにおける

当局においては、12次防期間中の脳・心臓疾患にか

研修の実施等による企業と医療機関の連携強化、労

かる労災申請が29件あり、そのうち15件が業務上決定さ

働者、主治医、企業・産業医のコミュニケーションのサ

れている。過重労働による脳・心臓疾患等の健康障害

ポートを行う「両立支援コーディネーター」の養成等の支

を防止するために、労働時間の客観的な把握等の徹底、

援を行う。特に、地域における企業、医療機関等関係

恒常的な長時間労働を発生させない労務管理及び効果

者の具体的連携については、
「和歌山県地域両立支援

的な疲労の回復につながる休暇の付与等を促進させる。

推進チーム」によるセミナー開催等の活動等を通じて推

（２）
メンタルヘルス対策
当局において、12次防期間中の精神疾患にかかる労
災申請は26件で、そのうち７件が業務上決定されている。

進していく。
（６）
関係行政機関、労働災害防止団体、業界団体との
連携強化

また、当局におけるストレスチェックの実施率は82.6％

労働災害防止団体等との連携強化を図り、パトロー

と全国平均を下回っており、ストレスチェックに係る集団

ルの合同開催や安全衛生教育に対する指導援助を行う

分析の実施率も全国平均の78.3％より5ポイント以上低

とともに、業界団体等による自主的な安全衛生活動の

いことから、13次防ではメンタルヘルス対策について重

促進を図る。また、職場における健康安全の仕組み等

要な課題として取り組む。

に係る基礎知識の浸透を図るため、高校、大学への出

（３）
腰痛対策
腰痛症は社会福祉施設、小売業、陸上貨物運送業
8
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前講義の開催や地元ＦＭ局のラジオ番組を利用した啓
発等を行う。
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中小企業における産業保健活動の取組み方

第13次労働災害防止計画を推進
するための中災防の取組
中央労働災害防止協会

1.

ンター、全国９地区の安全衛生サービスセンター（支所

中央労働災害防止協会の概要

を含む）、東京及び大阪の安全衛生教育センター、大

中央労働災害防止協会（以下「中災防」という。）

阪労働 衛生総合センターから成り、安 全衛生の専門

は、事業者の自主的な労働災害防止活動の促進を通

家集団として、事業 場の安 全衛生診断・指 導 、作 業

じて安全衛生の向上を図ることを目的として、1964年

環 境 測 定、化学 物 質のリスクアセスメント等の技 術

に設立された団体です。

サービス及び安全衛生に関する各種研修等を行って

中災防は、本部及び併設する労働衛生調査分析セ

おります。その経営理念は次のとおりです。

中災防の経営理念（2018年1月策定）

全ての働く人々に安全・健康を 〜 Safe Work, Safe Life 〜

2. 13次防の基本方向と整合性を
図った
「中期事業計画」
の策定
わが国の労働災害による死亡者数、死傷者数は、長

労働災害防止計画（以下「13次防」という。）では多く
の項目において国と中災防との連携が具体的に記述
され、中災防が果たす役割やそれへの期待が大きいこ
とが窺えます。

期的には減少しておりますが、直近では増加傾向にあ

中災防ではこれらを踏まえながら、本年３月、13次

り、その背景として、
「高年齢 者・未熟練労働者の増

防の基 本 方 向と整 合 性を図った「中期 事 業 計 画 」

加」、
「人手不足と団塊世代のリタイヤに伴う現場力低

（2018年度〜2022年度）を策定しました。今後は、上

下」、
「設備・装置の老朽化・劣化」、
「新規化学物質

述の経営理念を 礎 ・支柱とし、この中期事業計画に

の出現による危険・有害要因の増加」、
「安全確保や

基づき積極的に事業活動に取り組むこととしています。

安全対策への意識が浸透していない第三次産業の就

3.

業人口比率の上昇」、
「メンタルヘルス不調や腰痛・転
倒の増加」等があり、こうした傾向は今後とも継続する
ことが見込まれます。
このような状況の中、業界の労働災害防止活動の

中期事業計画の具体的内容

中期事業計画の中では、今後５か年の新たな事業
創出・展開として
「中期重点戦略事業」を定めました。
（１）ISO45001の普及と認証事業の本格的展開

推進役としての中災防の役割や、労働災害防止に関す

中災防 では、労働 安 全衛生マネジメントシステム

る専門家集団である中災防の役割がますます重要と

（OSHMS）に関して厚生労働省が定める指針等を踏

なっており、また、本年２月に策定された国の第13次

まえて、2003年よりJISHA方式適格OSHMS認証を

2018.7 第 93 号

産業保健

21 9

行ってきました。
国際標準化機構
（ISO）において、2013年からOSHMS
の国際規格が検討され、本年３月にISO45001として

ソリューション事業」として展開します。これにより、
時代に合ったゼロ災運動の充実・展開にも繋げます。
（４）安全衛生教育・技術支援サービス・出版等の

発行したことを踏まえ、中災防ではこれまで培ってき

事業ツールの電子化・ＩＴ化による事業の開発

たノウハウ等を生かして、国際通用性と災害防止への

中災防の安全衛生教育や安全衛生技術支援サービ

実効性を兼ね備えた、ISO45001と一体的に運用でき

スに用いる教材や資料は、これまで紙製のものが中

る日本版マネジメント規格の普及と同認証事業の推進

心でしたが、電子化が可能であり、かつその有効性

に取組みます。

が期待できるものについて、受講生・講師のニーズを

具体的には、ISO45001の国内適用のための日本工

十分精査しつつ、スマートフォン・タブレット・インター

業規格（JIS規格）
の制定に協力するほか、ISO45001に

ネット等での提供が可能となるよう電子化・ＩＴ化の

盛り込まれていないわが国の産業現場で実施されてい

導入に取組みます。

る安全衛生活動をJIS規格
（仮称：JISα）
として制定す

（５）働く人の
「心とからだの健康づくり事業」の強化

ることに協力します。また、認証事業については、公

過重労働等によって労働者の尊い命や健康が損な

平性を担保するよう、中災防の他事業との独立を確保

われ、深刻な社会問題となっており、職場におけるメ

しつつ、中災防の特性を生かして推進します。

ンタルヘルス対策や過重労働による健康障害防止対

（２）
「現場安全力レベル評価事業」の創設
前述のとおり、
「人手不足と団塊世代のリタイヤに伴
う現場力低下」、
「設備・装置の老朽化・劣化」などが

策がこれまで以上に強く求められるとともに、高年齢
労働者の増加への対応や、
「健康経営」の推進が一段
と重要視されています。

叫ばれる中、
「現場安全力レベル評価」に対する事業

また、転倒災害防止や腰痛予防の視点からも、労

者のニーズが高まっていることから、中災防では、そ

働者の心身の健康確保に関する取組の必要性が、急

の手法を開発し、事業化します。

速に高まっています。

具体的には、
「作業者の作業手順の順守状況、危

このような状況を踏まえ、中災防では、
「ストレス

険行為の有無、日常的安全衛生活動の履行状況
（ＫＹ

チェック実施後の取組を含むメンタルヘルスサービス

活動等）、安全衛生意識、コミュニケーションの実施

関連事業の充実化」、
「行政によるＴＨＰ指針改正作

状況等」についての評価尺度（チェックリストと判定基

業への参画」などを主に、
「心とからだの健康づくり事

準）を開発します。これは、
（１）の認証事業と相まって

業」の強化に取組みます。

労働災害の防止に寄与することが期待されます。

（６）化学物質分析手法の開発と関連新分野への進出

（３）ゼロ災事業とマネジメントシステム関連事業を

オルトートルイジンによる膀胱がん事案を契機とし

融合させたトータルソリューション事業の開発

て、作業環境に問題がなくても重篤な病変を発症さ

「ゼロ災運動」とは、人間尊重の理念に基づき、全

せる化学物質への問題意識が高まっており、血液・尿

員参加で安全衛生を先取りし、一切の労働災害を許

等に含まれる化学物質の代謝物を分析し、ばく露量

さず、ゼロ災害、ゼロ疾病を究極の目標に働く人々全

を評価する
「生物学的モニタリング」がクローズアップさ

員が、それぞれの立場、持ち場で労働災害防止活動

れています。

に参加し、問題を解決するいきいきとした職場風土づ
くりをめざす運動です。
このゼロ災 運 動とOSHMSを融 合させることにより、

中災防では、2006年度以降、国が行っている化学
物質のリスク評価において、ばく露実態調査等に協力し
てきており、これまで培ってきたノウハウを活用して、

「事業場における安全衛生活動の計画的な推進と安全衛

特に経皮吸収のある化学物質について、生物学的モニ

生教育の体系化」等を相乗的に高める効果があります。

タリングによる分析手法を先駆的に開発し、提供します。

このため、これら２つに関する事業を融合させ、ス

あわせて、中災防が民間企業と共同で開発した
「ビデ

パイラルアップ
（好循環）する手法を開発して、
「トータル

オばく露モニタリング（Video Exposure Monitoring：
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特集
＊

ＶＥＭ）システム」
（図）
の普及拡大と金属分析のノウハ
ウを生かす関連新分野に進出します。
図 . ビデオばく露モニタリングシステムによる測定例（印刷業）
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実化・創意工夫に取組みます。
また、企業・事業場が開催する安全衛生大会に対し、
中災防が持つノウハウを伝授するトータルサービスの
提供に取組みます。
（９）中小規模事業場や第三次産業をはじめとする
労働災害多発分野への積極的な支援
中災防は、従来、製造業を中心とした安全衛生確保・
災害防止に意を注ぎ、手を差し伸べてきました。今後、
中小規模事業場や第三次産業をはじめとする労働災
害多発分野に対し、行政とのさらなる連携、
「中小規
模事業場安 全衛生サポート事業」
（安 全衛生の専門
家が無料で、中小規模事業場や事業場集団にアドバ
イスや教育等を行う事業）など補助事業の活用等を通

（７）国際事業・外国人労働者関連事業の強化
中災防では、安全衛生の国際支援・交流のナショ

じて、積極的に支援事業を展開します。
特に13次防において重点業種とされている第三次

ナルセンターをめざして、アジア太平洋労働安全衛生

産業については、国、自治体、業界団体等との連携、

機構（APOSHO）の2021年の年次会議の日本開催に

協働を強化し、第三次産業向け支援ツールを開発し

向けて、海外の安全衛生関係者との情報交換、交流

つつ、企業・法人の経営トップに対する意識啓発、Ｋ

を図り、厚生労働省と連携しながら準備を加速化させ、

Ｙ活動等による危険感受性向上のための働きかけな

会議を成功させます。

ど総合的な支援を充実します。

また、日本国内における外国人労働者や海外現地

（10）学校・家庭への安全教育の事業化

の日系企業における安全衛生の確保が重要な課題と

社会人・企業人になる前から、安全衛生関連の知識

なっているため、中災防では、行政や関連諸団体（国

やリスク認識を身につけてもらうことは、労働安全衛生

際協力機構（JICA）、国際研修協力機構、中央職業

の底上げにつながるとの観点から、学校・家庭におけ

能力開発協会等）との連携・協働の下、外国人向け安

る安全衛生教育を中災防の事業として立ち上げます。

全衛生教育プログラムの作成、外国語安全衛生教材
の開発、インストラクターの養成等に取組みます。

その際、
「製造業安全対策官民協議会」
（2017年設
立。厚生労働省、経済産業省、製造業関係の10の業

さらに、開発途上国の政府・労働安全衛生団体・

界団体、中災防で構成される）の検討を踏まえ、カリ

企業の担当者・従業員を対象とした技術研修、日系

キュラムや教材づくり等に関し、文部科学省、教育委

企業支援事業（例としてSAKURAプロジェクト、ゼロ

員会、学校機関、教師の支援・協力・参加を得ます。

災海外普及プロジェクト）を推進します。
（８）全国産業安全衛生大会の充実など他企業・
他業種の安全衛生活動を学ぶ機会の創出

4.

まとめ

中災防では自らの使命を果たすため、今後とも関

中災防の顧客企業・事業場からは、他企業・他業

係者のニーズを踏まえた質の高いサービスの提供によ

種の安全衛生活動を学び、情報交換ができる交流の

り、企業や団体の安全衛生活動をサポートして参りま

場を望む声が多く寄せられています。様々な機会を通

すので、どうぞご活用ください。

して「他から学ぶ」、
「他から気付く」の有効性を訴え、
その機運を盛り上げることも、災防団体としての大き
な使命であることから、これを念頭に、全国産業安
全衛生大会や各種セミナーの内容のレベルアップ・充
2018.7 第 93 号

＊ビデオばく露モニタリングシステム（VEMシステム）
作業者に、リアルタイムモニタ（有害物測定装置）とウェアラブルカメラを取
り付け、実際の作業を行ってもらい、作業終了後、リアルタイムモニタとカ
メラ映像を同時再生させることにより、どの作業でどの程度ばく露を受けて
いるか視覚的に確認するシステム。これにより、作業者のばく露を「見える
化」し、適切なばく露低減対策を講じることが可能となる。
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