
 

 

第２７８号２０１３年８月３０日

安全衛生安全衛生

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ
【Ｑ】化学物質のリスクアセスメントの実施に関する記述の

うち、適切なものはどれか

（イ）�リスクアセスメントの実施結果は3カ月以内に所轄の労
働基準監督署に届ける必要がある

（ロ）�作業手順を変更しても、以前と同じ化学物質を使用し

ている場合は実施しなくてもよい

（ハ）�業種にかかわらず、化学物質を取り扱う事業場では実

施する必要がある

（二）�MSDSで有害性が低いことが確認できれば実施しなくて

もよい� 答えと解説は裏面

連合愛知安全衛生担当者研修会
日　時　９月１０日（火）１３時３０分～１７時３０分

会　場　ワークライフプラザれあろ　６Ｆ大会議室

研修内容　　

①伸ばそう！健康長寿

②第１２次労災防止計画（健康の課題）

③メンタルヘルス（パワハラ）対策

第２６７号２０１２年８月２９日

第７回

【Ｑ】労働者の保護や安全・健康に関する法律を公布された

順に正しく並べたものはどれか

（イ）工場法→労働安全衛生法→労働基準法

（ロ）工場法→労働基準法→労働安全衛生法

（ハ）労働基準法→労働安全衛生法→工場法

（二）労働基準法→工場法→労働安全衛生法

答えと解説は裏面

安全衛生安全衛生

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ

全国労働衛生週間は１０月１日～

７日（準備期間は９月１日～３０日）

の日程で毎年実施され、今年で６３

回を迎える。この間事業場におけ

る自主的労働衛生管理活動を通じ

た労働者の健康確保に大きな役割

を果たしてきたところである。

わが国における業務疾病の被災

者は長期的には減少してきたもの

の近年は横ばいとなっており、昨

年は７,７７９人と前年と比べ４％減少した。一方、一般定

期健康診断の結果何らかの所見を有する労働者の割合が平

成２３年は５２.７％とやや上昇したほか、印刷業での胆管

がんの発生が問題となるなど職場での健康リスクは依然と

して存在している。

また、我が国の自殺者３万人超えのうち約２,７００人が

勤務問題を原因・動機の一つとしていること、メンタルヘ

ルス上の理由により休業または退職する労働者が少なから

ずいること、精神障害等による労災認定件数が高い水準で

推移していること等から、職場におけるメンタルヘルス対

策の取り組みが重要な課題となっている。

さらに、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図

る観点から、受動喫煙のない職場の実現を図ることが重要

である。

「心とからだの健康チェック　みんなで進める健康管理」

をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場に

おける労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働

衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

日　時　９月１１日（火）１３時３０分～１７時００分
会　場　ワークライフプラザれあろ　６Ｆ大会議室
研修内容
①メンタルヘルスに対する各構成組合からの報告
②報告に対する質疑
③グループワーク
④グループワーク結果発表
⑤専門家によるアドバイス
参加要請　構成組織へ要請済み（締切８月３１日）

世界保健機関（ＷＨＯ）では、世界自殺予

防戦略（ＳＵＰＲＥ：Ｓｕｉｃｉｄｅ ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）

に基づき世界自殺予防デー〈９月１０日〉を

はじめ、全世界的に自殺予防対策を推進す

るための働きかけを行っています。

日本では“世界自殺予防デー”に合わせて、連合本部の

協力のもと、日本産業カウンセラー協会が９月１０～１２日

（１０時～２２時）まで【働く人の電話相談】を実施する。

フリーダイヤル　０１２０－５８３３５８

連合愛知では、日本産

業カウンセラー協会の協

力により、年間を通じて

連合愛知「心の相談室」

を開設している。

　　　健康づくり指導者セミナー
職場における健康作りの知識と技術を身につけた指導

者を養成し、健康づくり事業がより円滑に、また効果的

に推進されることを目的に下記のとおり実施されます。

主　　催： 愛知県、財団法人愛知県健康づくり振興
事業団

協　　賛：連合愛知、愛知県経営者協会

開催日時：１０月１０日（水）９時３０分～
　　　　　１０月１１日（木）１６時終了

場　　所：あいち健康の森健康科学総合センター
　　　　　（知多郡東浦町森岡字源吾山１－１）

内　　容：生活習慣病対策、メンタルヘルス対策等

要　　請：構成組織へ案内済み

連合愛知も協賛しています

全国労働衛生週間準備月間（９月１日～３０日）

連合愛知安全衛生担当者研修会

もう　ひとりでがんばらないで
「働く人の電話相談室」

連合愛知「心の相談室」連合愛知「心の相談室」連合愛知「心の相談室」

心とからだの健康チェック

みんなで進める健康管理
心とからだの健康チェック

みんなで進める健康管理

募集してま～す

第２６７号２０１２年８月２９日

第７回

【Ｑ】労働者の保護や安全・健康に関する法律を公布された

順に正しく並べたものはどれか

（イ）工場法→労働安全衛生法→労働基準法

（ロ）工場法→労働基準法→労働安全衛生法

（ハ）労働基準法→労働安全衛生法→工場法

（二）労働基準法→工場法→労働安全衛生法

答えと解説は裏面

安全衛生安全衛生

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ

全国労働衛生週間は１０月１日～

７日（準備期間は９月１日～３０日）

の日程で毎年実施され、今年で６３

回を迎える。この間事業場におけ

る自主的労働衛生管理活動を通じ

た労働者の健康確保に大きな役割

を果たしてきたところである。

わが国における業務疾病の被災

者は長期的には減少してきたもの

の近年は横ばいとなっており、昨

年は７,７７９人と前年と比べ４％減少した。一方、一般定

期健康診断の結果何らかの所見を有する労働者の割合が平

成２３年は５２.７％とやや上昇したほか、印刷業での胆管

がんの発生が問題となるなど職場での健康リスクは依然と

して存在している。

また、我が国の自殺者３万人超えのうち約２,７００人が

勤務問題を原因・動機の一つとしていること、メンタルヘ

ルス上の理由により休業または退職する労働者が少なから

ずいること、精神障害等による労災認定件数が高い水準で

推移していること等から、職場におけるメンタルヘルス対

策の取り組みが重要な課題となっている。

さらに、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図

る観点から、受動喫煙のない職場の実現を図ることが重要

である。

「心とからだの健康チェック　みんなで進める健康管理」

をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場に

おける労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働

衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

日　時　９月１１日（火）１３時３０分～１７時００分
会　場　ワークライフプラザれあろ　６Ｆ大会議室
研修内容
①メンタルヘルスに対する各構成組合からの報告
②報告に対する質疑
③グループワーク
④グループワーク結果発表
⑤専門家によるアドバイス
参加要請　構成組織へ要請済み（締切８月３１日）

世界保健機関（ＷＨＯ）では、世界自殺予

防戦略（ＳＵＰＲＥ：Ｓｕｉｃｉｄｅ ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）

に基づき世界自殺予防デー〈９月１０日〉を

はじめ、全世界的に自殺予防対策を推進す

るための働きかけを行っています。

日本では“世界自殺予防デー”に合わせて、連合本部の

協力のもと、日本産業カウンセラー協会が９月１０～１２日

（１０時～２２時）まで【働く人の電話相談】を実施する。

フリーダイヤル　０１２０－５８３３５８

連合愛知では、日本産

業カウンセラー協会の協

力により、年間を通じて

連合愛知「心の相談室」

を開設している。

　　　健康づくり指導者セミナー
職場における健康作りの知識と技術を身につけた指導

者を養成し、健康づくり事業がより円滑に、また効果的

に推進されることを目的に下記のとおり実施されます。

主　　催： 愛知県、財団法人愛知県健康づくり振興
事業団

協　　賛：連合愛知、愛知県経営者協会

開催日時：１０月１０日（水）９時３０分～
　　　　　１０月１１日（木）１６時終了

場　　所：あいち健康の森健康科学総合センター
　　　　　（知多郡東浦町森岡字源吾山１－１）

内　　容：生活習慣病対策、メンタルヘルス対策等

要　　請：構成組織へ案内済み

連合愛知も協賛しています

全国労働衛生週間準備月間（９月１日～３０日）

連合愛知安全衛生担当者研修会

もう　ひとりでがんばらないで
「働く人の電話相談室」

連合愛知「心の相談室」連合愛知「心の相談室」連合愛知「心の相談室」

心とからだの健康チェック

みんなで進める健康管理
心とからだの健康チェック

みんなで進める健康管理

募集してま～す

健 康 管 理
進める　広げる　職場から

全国労働衛生週間準備月間(9月１日～３０日)
全国安全衛生週間は第１回以来、今

年で第64回を迎える。

この間、全国労働衛生週間は、国民

の労働衛生に関する意識を高揚させ、

事業場における自主的労働衛生管理活

動を通じた労働者の健康確保に大きな

役割を果たしてきたところである。

我が国における業務疾病の被災者

は長期的には減少してきたものの近

年は横ばいとなっており、昨年は7,743

人と前年からわずかに減少した。一方、

一般定期健康診断の結果何らかの所見を有する労働者の割合が

平成24年は52.7%とほぼ前年並みとなっているなど職場での健

康リスクは依然として存在していることから、労働者の健康確

保の観点から、健康診断の実施を徹底し、健診結果に基づく保

険指導や事後措置を適切に実施していくことが重要となってい

る。我が国の自殺者は平成24年は15年ぶりに３万人を下回った

が、約2,500人が勤務問題を原因・動機の一つとしていること、

メンタルヘルス上の事由により休業または退職する労働者がい

ること、精神障害等による労災認定件数が前年比約1.5倍とな

り過去最高を記録したこと等から、職場におけるメンタルヘル

ス対策の取り組みは依然として重要な課題となっている。

さらに昨年には、印刷事業場において化学物質を使用してい

た労働者に、高い頻度で胆管がんが発生した事案が判明した。

このような化学物質による健康障害等の防止のため、印刷事業

場に限らず、化学物質を扱うすべての事業場において安全デー

タシート（ＳＤＳ）等を通じて入手した危険有害性等の情報に

基づくリスクアセスメントや曝露防止対策等の実施等、職場に

おける自律的な化学物質管理の徹底が改めて課題となってい

る。

また、平成25年度から平成29年度までの5カ年を計画期間と

する第12次労働災害防止計画がスタートしており、重点とする

健康確保・職業性疾病対策として、メンタルヘルス対策、過重

労働対策、化学物質による健康障害防止対策、腰痛・熱中症予

防対策、受動喫煙防止対策を掲げ、具体的な数値目標設定して

いるところであり、それらの対策の目標達成をはじめとしたさ

らなる健康確保対策等の推進に向けて事業者等が労働者の健康

障害防止、健康診断の結果に基づく措置の実施の促進等に着実

に取り組み、健康を確保する必要がある。

このような観点から、今年度は、　「健康管理　進める　広げ
る 職場から」をスローガンとして全国安全週間を展開し、事業

場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働

衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。



【答え】（ハ）
《解説》化学物質のリスクアセスメントは業種、事業場規模、

取扱量にかかわらず、化学物質を製造したり、取り扱った

りする事業場はすべて実施する必要があります。

　化学物質による健康影響リスクは「有害性×ばく露量」　

で表されます。

有害性が低い化学物質であっても大量に吸引すると健康障

害を引き起こす恐れがありますので、リスクアセスメント

の対象にします。また、有害性だけでなく、爆発や火災といっ

た物理的な危険性にも留意する必要があります。

　化学物質の変更、設備の変更、作業手順や作業方法の変

更のようにリスクの大きさが変化していると考えられる場

合はリスクアセスメントを実施します。なお、リスクアセ

スメントの結果は労働基準監督署に提出する必要はありま

せん。

レスキュー隊に学ぶレスキュー隊に学ぶ
前号の続き

では安全をどう守るか？
１．個人装備等の完全着装

�　訓練を通し防火服装等の

身体保護具の正確かつ確実

な着装をチェックする。

２．指差し呼称

�　訓練や災害現場の動作に

おいて指差し呼称の徹底。

�指さし呼称することで事故の記憶を印象付けるともに他の隊員に

その行動を周知させる。

３．資機材の点検・習熟

�　消防車両および積載されている資機材の点検を怠らない。数十

種類ある資機材の取り扱いについて組織として手順を徹底する。

そして、反復訓練し習得させ、どの隊員が使用しても同じ手順で

行うことができる。

４．危険を予測する

　訓練において安全を確保した上で、わざと失敗させる。

�これは苦い経験を記憶させることで危険を予測させる力を養わせ

るためである。また、過去の失敗事例を教養することで安全に対

する認識を持たせる。さらに、災害現場から帰った際は必ずチー

ム内でミーティングを行い次の災害活動をより安全確実に行う方

法を考える。

　なお、隊員は常に素早く出動できるように備えている。

�例えば風呂へ入る時も、服を着る順番に並べておき、いざという

時は少しでも早く着れるように備えている。

５．隊員の限界を知る

�　普段の勤務において災害出動を想定した訓練を実施し、その中

で各隊員の限界を経験させる。災害現場での体力は想像以上にダ

メージを与えるため、ロープ訓練等における体力錬成の実施、定

期的な体力の確認を行う。

６．基本訓練と反復訓練

�　基本訓練と反復訓練を実施することで安全の領域を広げる。当

然１年目の隊員より２年目の隊員の方がレベルが上なのは当然で

あるが、市民の目からは同じ隊員であり、きちんと仕事ができる

よう指導している。

７．チームワーク

①�隊員の健康状態を把握する。

②�普段の訓練において隊員の性格を知る。

③��隊員間の技量を訓練や災害出動を通じてチームすべての隊員

が把握する。

��２４時間一緒にいるチームとして、お疲れ様ご苦労さんだけでな

く常にコミュニケーションを取るようにしている。

�　その話の中から健康状態や性格などを把握する。それが安全管

理につながると思う。

隊長（リーダー）として安全な活動にするには
１．�常に危険側の判断をする

　　�119番通報が入った段階では現場の状況が正確に伝わってこ

ない。判断基準としては危険側を想定し、刻々と入る情報に

基づき対応することになる。

　２．活動には限界がある

　　�"大丈夫だろう"はダメ。隊員を怪我させないため安全を賭け

てまで活動はしない。

　３．「遠くから」「地上から」「外部から」の原則

　　�同じ効果があるなら危険を犯さないため、より安全側から対

応することを原則としている。

　４．�長時間の活動は交代を

　　　�長時間で作業する場合もあるが、仕事をしっかりするために

は交代することも仕事の一つと割り切っている。

　　　日常の体調を管理することも必要である。

５．�組織活動を

　　�単独行動は危険、行方不明になる恐れもあり、一人の目より

複数の目で見ることも安全につながる。

６．現場は明るく

　　�夜の仕事など見にくい場合もあるので、現場を明るくして作

業することが重要である。

安全管理の総論
１．安全管理の基本は「自己」にある。

２．�何かあってからうろたえるのではなく、常に最悪を考えて行

動する。危険があるのは当たり前。

３．危険に関する感性を磨く。

４．起きてしまったことは隠さずに次への教訓とする。

　最後に、隊員一人ひとりには大切な家族や仲間がいる。
�失った命は取り戻せない。過去に起きた殉職事故を教訓に二度と
同じ悲しみを繰り返さないよう安全側に立った活動に心がけてい
る。（了）

健康づくり指導セミナー

締切
間近
！

主　催：愛知県、財団法人愛知県健康づくり振興事業団

開催日時：１０月２日（水）９時３０分～

　　　　　１０月３日（木）１６時終了

場　所：あいち健康の森健康科学総合センター

　　　　　（知多郡東浦町森岡字源吾山１－１）

内　容：生活習慣病対策、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策等

要　　請：構成組織へ案内済み

締め切り：９月１８日（水）

※�連合愛知も協賛しています

精神障害の労災認定　過去最多！
厚労省の発表によると平成24年度の精神障害の労災支給決定件数

は475件（前年度比150件増）と過去最高となった。（申請件数は1,275

件）また、脳・心臓疾患の労災支給決定件数は338件（同28件増）で

２年連続増加した。

ストレスなどによる精神障害の労災補償請求のうち169件は自殺

（未遂を含む）事案だった。

支給決定件数を業種別にみると、「専門的・技術的職業従事者」（117

件）「事務専従者」（101件）が多かった。

年齢別にみると「30～ 39歳」（149件）が最も多かった。

出来事別にみると

「仕事内容・仕事量の

（大きな）変化を生じ

る出来事があった」（59

件）、「ひどい嫌がらせ、

いじめ、又は暴行を受

けた」（55件）、「悲惨

な事故や災害の体験、

目撃した」（51件）の

順であった。

詳 し く は 厚 労 省

ホームページ参照。

927 1136 1181 1272 1257

862 852 1061 1074 1217

うち支給決定件数 269 234 308 325 475

（認定率） (31.2%) (27.5%) (29.0%) (30.3%) (39.0%)

148 157 171 202 169

161 140 170 176 203

うち支給決定件数 66 63 65 66 93

（認定率） (41.0%) (45.0%) (38.2%) (37.5%) (45.8%)

22 13 15 20 34

うち自殺
（未遂を含む。） 11 11 7 10 15

図２－１　精神障害に係る労災請求・決定件数の推移

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
区   分

精神障害

支給決定件数

平成21年度 平成22年度 平成23年度

表２－１　精神障害の労災補償状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年    度

区   分
平成24年度平成20年度

　注  １　本表は、労働基準法施行規則別表第１の２第９号に係る精神障害について集計したものである。
　　　 ２  決定件数は、当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
　　　 ３  支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。
　　　 ４　認定率は、支給決定件数を決定件数で除した数である。
　　　 ５　審査請求事案の取消決定等とは、審査請求、再審査請求、訴訟により処分取消となったことに伴い新たに支給決定した事案
　　　　である。
　　　 ６　 審査請求事案の取消決定等による支給決定件数は、上表における支給決定件数の外数である。
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889 767 802 898 842

797 709 696 718 741

うち支給決定件数 377 293 285 310 338

（認定率） (47.3%) (41.3%) (40.9%) (43.2%) (45.6%)
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うち支給決定件数 158 106 113 121 123

（認定率） (50.5%) (41.9%) (41.5%) (48.8%) (45.2%)

16 10 11 13 3
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図１－１　脳・心臓疾患に係る労災請求・決定件数の推移

審査請求事案の取消決定等による支給決定状況　注５

平成22年度 平成23年度 平成24年度
区   分

脳・心臓疾患
支給決定件数

表１－１　脳・心臓疾患の労災補償状況

決定件数

請求件数

平成22年度 平成23年度
区   分

年    度

う　ち　死　亡

平成24年度平成21年度平成20年度

　注  １　本表は、労働基準法施行規則別表第１の２第８号に係る脳・心臓疾患（「過労死」等事案）について集計したものである。
　　　 ２  決定件数は、当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
　　　 ３  支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。
　　　 ４　認定率は、支給決定件数を決定件数で除した数である。
　　　 ５　審査請求事案の取消決定等とは、審査請求、再審査請求、訴訟により処分取消となったことに伴い新たに支給決定した事案
　　　　である。
　　　 ６　 審査請求事案の取消決定等による支給決定件数は、上表における支給決定件数の外数である。
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