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全国安全週間に向けて

～第1回安全衛生担当者研修会を開催～
５月15日、サイプレ
スガーデンホテル2階
「舞の間」において「第
１回安全衛生担当者研
修会」を開催し、構成
組織・加盟組合、安全
衛生センター理事から67名が参加した。
冒頭、可知理事長から労災事故の現状と研修の主旨を説
明し、研修で学んだことをそれぞれの組織の活動に反映・
活用いただくことをお願いする挨拶があった。
続いて、安全学のエキスパートである明治大学の顧問・
名誉教授の向殿氏から、第4次産業革命といわれるこれか
らの時代は、AIやIot、ビッグデータ、
クラウドなどのＩＣＴ（情報通信技
術）を安全機能に活かす時代であり、
人とモノと環境が協調して構築され
る協調安全によって、安全と生産性
を両立することが可能になること、
国の製造業安全対策官民協議会で現
在検討されている”リスクアセスメ
ントの標準化“などについて講演があった。
次に、連合本部雇用対策局の若月
次長から、本年4月に改正された労
働安全衛生法の改正ポイントと、働
き方改革関連の連合の重点政策案に
ついて説明があった。参加者からは、
現場における日々の正確な労働時間
が必ずしも反映されない実態がある
とし、事業主の義務である労働時間
の把握をどう捉えているかとの質問があったが、そのよう
な具体的な議論はなされておらず、個々の事業場の事情に
応じて、客観的な労働時間の把握をすることが重要との回
答であった。
最後に、安全衛生センター「2019労災防止キャンペー
ン活動」として転倒防止と熱中症対策に重点的に取り組ん
でいただくことを要請し、愛知労働局が制作した転倒予防
体操を全員で行い、研修会を終了した。
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７月１日～７日は全国安全週間
新たな時代に ＰＤＣＡ
みんなで築こう ゼロ災職場
全国安全週間は、
「人命
尊重」という崇高な基本理
念のもと、
「産業界での自主
的な労働災害防止活動を推
進し、広く一般の安全意識
の高揚と安全活動の定着を
図ること」を目的に、一度
も中断することなく続けら
れ、今年で92回目を迎える。
これまで労使が協調して
労働災害防止対策に取り組
んできた努力により、全国の労働災害は長期的には減
少しており、2018年の労災による死亡事故は過去最低
となったが、休業4日以上の死傷災害は、転倒災害の増
加等により3年連続で前年を上回る結果となった。
業種別では陸上貨物運送事業や第三次産業で増加率
が高く、事故の型別では「転倒」や「熱中症」で増加
率が高くなっている。これらの要因としては、基本的
な安全対策が不十分なことによる災害の発生や、業種
を問わず転倒災害が増加していることが考えられる。
また、近年増加している高年齢労働者対策や、今後
増加が見込まれる外国人労働者対策をはじめとする、
就業構造の変化および働き方の多様化に対応した安全
への取り組みも求められている。
このような状況を踏まえ、
「第13次労働災害防止計画」
の目標達成に向けて更なる労働災害の減少を図ること、
PDCAサイクルを確立し、安全衛生管理をより一層推
進して安全な職場環境を形成することをめざし、労使
一体で取り組みを進めてほしい。
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2015年12月から施行された「ストレスチェック制度」
について、厚生労働省はストレスチェックに用いる調
査票は「職業性ストレス簡易調査票」を用いることが
望ましいとしているが、この調査票は何項目からなる
ものか。
ア．15項目
イ．38項目
ウ．57項目
（労働調査会「労働安全衛生広報（別冊）
」より）
※答えと解説は裏面
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人は自動倉庫で機械装
ンにはさまれて死亡
死亡
置点検作業中に、他社所

＜死亡災害の現況（一部）＞

製造業

5人

属の作業員が操作する
安全衛生クイズ安全編
安全衛生クイズ基本編
㉓ 23 クレーンにはさまれて
死亡
【答え】ウ
【答え】ウ

『心理的な負担の程度を把握するための検査及
『心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指
び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事
導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべ
安全衛生クイズ安全編
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業者が講ずべき措置に関する指針』で「ストレス
き措置に関する指針』で
「ストレスチェックに用いる調
【答え】ウ
チェックに用いる調査票は、事業者の判断により
査票は、事業者の判断により選択できるものとするが、
選択できるものとするが、
『職業性ストレス簡易調
『心理的な負担の程度を把握するための検査及
『職業性ストレス簡易調査票』
を用いることが望ましい」
査票』を用いることが望ましい」としており、同
び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事
としており、同別添で
57項目からなる調査票を示して
別添で 57 項目からなる調査票を示している。
業者が講ずべき措置に関する指針』で「ストレス
いる。
チェックに用いる調査票は、事業者の判断により

選択できるものとするが、
『職業性ストレス簡易調

