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「みなおして　職場の環境　からだの健康」
̶ 令和２年度　全国労働衛生週間 ̶

　厚生労働省は、10 月１日（木）から７日（水）まで、令和２年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のス
ローガンは、「みなおして 職場の環境 からだの健康」に決定しました。
　全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高める
とともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和 25 年から毎年
実施しているもので、今年で 71 回目になります。毎年 10 月１日から７日までを本週間、９月１日から 30
日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催な
ど、さまざまな取組みを展開します。
　労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメ
ンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害
などが重要な課題となっています。このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進
と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者
の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質
障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場における
リスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。
　なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“３つの密”（１．
密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、２．密集空間（多くの人が密集している）、３．密接空間（お互いに手
を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる））を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のも
と、全国労働衛生週間を実施することとしています。
　当協会も、例年９月に開催しておりました池袋労働基準監督署との共催による全国労働衛生週間説明会
をコロナウイルス感染拡大予防の観点から、本年は見送りといたしましたが、協会、監督署、東京労働局の
ホームページ等を通しての周知にご協力をお願いいたします。
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＊趣　旨 
　全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第71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。
　労働者の健康をめぐる状況については、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定件数は、ここ数年は700件台
で推移し、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を
超えている（平成30年労働安全衛生調査（実態調査））。このような状況の中、過労死等を防止するために
は、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進が
必要である。
　また、健康寿命とともに職業生涯が延伸し、高年齢労働者が職場においてより大きな役割を担うようにな
り、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から、健康づくりを推進
していくことが求められている。このため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレ
ンドリーガイドライン）を策定し、健康づくり等の取組を推進していくこととしている。
　日本の労働人口の約3人に1人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場において、病気を抱えた
労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えることが予想されることから、「事業場におけ
る治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進めることにより、企業の意識改革や地域に
おける支援体制の強化を進めている。
　化学物質に起因する労働災害については、年間500件程度で推移しており、危険物によるものが約4割、有
害物によるものが約6割となっている。また、有害物による労働災害のうち、特定化学物質障害予防などの特
別規則の対象となっていない有害物によるものが8割を占めている。こうした化学物質による健康障害を防止
するため、関連法令に基づく取組の徹底に引き続き取り組むとともに、特別規則の対象となっていない化学物
質による労働災害を防止するため、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対
策の実施を更に促進していくこととしている。
　また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年間900人を超えて
いる中で、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が今なお多数現
存しており、その解体工事が2030年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務づけられて
いる石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散見される。この
ため、石綿障害予防規則を改正し、石綿によるばく露防止対策を強化することとしている。
このような背景を踏まえ、今年度は、

「みなおして　職場の環境　からだの健康」
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。
　なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“三つの密"（①密
閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集空間（多くの人が密集している）、③密接空間（お互いに手を伸
ばしたら届く距離での会話や発声が行われる））を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全
国労働衛生週間を実施することとする。
＊期　間

　10月1日から10月7日まで本週間。　9月1日から9月30日までを準備期間。

令和２年度全国労働衛生週間実施要綱（抜粋）



令和元年度における過労死等の労災補償状況（東京労働局分）
　　１ 脳・心臓疾患の労災補償状況

　　２ 精神障害等の労災補償状況
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池袋労働基準監督署からのお知らせ

注　1 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の
　　　あったものを含む。
　　2 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。
　　3 認定率は支給決定件数を決定件数で除した数である。
　　4 （ ）内は女性の数で内数である。

池袋労働基準監督署においては、過労死等の防止に向けて、過重労働による健康防止対策、
メンタルヘルス対策等を積極的に推進することとしています。

注　1 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の
　　　あったものを含む。
　　2 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。
　　3 認定率は支給決定件数を決定件数で除した数である。
　　4 （ ）内は女性の数で内数である。
　　5 自殺は未遂を含む件数である。

年度
区分

平成29年度

136(27)

98(19)

33(3)

33.6(15.7)％

請　求　件　数

決　定　件　数

うち支給決定件数

認　　定　　率

脳・心臓疾患

平成30年度

149(24)

110(13)

35(2)

31.8(15.3)％

令和元年度

160(17)

106(9)

20(1)

18.8(11.1)％

年度
区分 平成29年度

332(127)

314(116)

108(33)

34.3(28.4)％

38(0)

35(1)

22(0)

62.8(0)％

請　求　件　数

決　定　件　数

うち支給決定件数

認　　定　　率

請　求　件　数

決　定　件　数

うち支給決定件数

認　　定　　率

精神障害

うち自殺

平成30年度

338(147)

256(98)

93(31)

36.3(31.6)％

32(5)

29(3)

12(0)

41.3(0)％

令和元年度

363(162)

295(129)

84(25)

28.4(19.3)％

28(5)

26(5)

10(1)

38.4(20.0)％
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　正社員、パートタイマー、アルバイトなど名称や雇用形態を問わず、一人でも労働者を雇用し
ている事業主には、業種・規模を問わず労働保険への加入義務があります。
労働者が労災に遭った時の労災保険給付や労働者が失業した時の失業給付など、労働保険は、労
働者だけでなく、その家族も守る保険です。
加入手続きや労災保険給付のお問い合わせについては、労働基準監督署まで、雇用保険の加入手
続き等につきましてはハローワークまでお問い合わせください。
＜費用徴収制度について＞
　労災保険法には、法第３１条第１項第１号において、政府は事業主が故意又は重大な過失によ
り労災保険に係る保険関係成立届を提出していない（いわゆる未手続の）期間中に生じた事故に
ついて労災保険給付を行った場合、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付
に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができるという規定が
設けられています。

☆池袋労働基準監督署　労災課
　　　　　☎ ０３（３９７１）１２５９

☆ハローワーク池袋　雇用保険適用課
　　　　　　　☎ ０３（３９８７）８６０９

【改正のポイント】
　複数の事業場で働いている労働者の方への労災保険給付が変わります。
□　今回の改正制度の対象となるのは複数事業労働者の方です。
　　「複数事業労働者」とは、
　　　⇒　被災した（業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した）時点で、事業主が
　　　　　同一でない複数の事業場と労働契約関係にある方
　　　　　特別加入をしている方などについても対象となります。
　　　⇒　１つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方
　　　⇒　複数の就業について特別加入をしている方

□　賃金額の合算と負荷の総合評価
　　　⇒　複数事業労働者の方については、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した
　　　　　額を基礎として給付基礎日額（保険給付の算定基礎となる日額）が決定されます。
　　　⇒　複数の会社等の業務上の負荷（労働時間やストレス等）を総合的に評価して、労災認定
　　　　　の判断をするようになります。

　※施行に当たっては経過措置が設けられており、２０２０年９月１日（改正労働者災害補償　
　　保険法の施行日）以降に発生した傷病等についてのみ、今般の制度改正の対象となります。
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１　賃金請求権の消滅時効期間の延長
　　　２０２０年４月１日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権についての消滅時
　　効期間を賃金支払期日から５年（これまでは２年）に延長しつつ、当分の間はその期間は３年
　　となります。
　　　なお、退職金請求権（現行５年）などの消滅時効期間などに変更はありません。
　　○時効期間延長の対象となるもの
　　　金品の返還（労基法23条、賃金の請求に限る）
　　　賃金の支払（労基法24条） 非常時払（労基法25条）
　　　休業手当（労基法26条） 出来高払制の保障給（労基法27条）
　　　時間外・休日労働等に対する割増賃金（労基法37条）
　　　年次有給休暇中の賃金（労基法39条9項） 未成年者の賃金（労基法59条）
２　賃金台帳などの記録の保存期間の延長
　　　事業者が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、５年に延長しつつ、当分の間
　　はその期間は３年となります。
　　　また、②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には、当
　　該支払期日が記録の保存期間の起算日となることを明確化しました。
　　○保存期間延長の対象となるもの
　　　① 労働者名簿
　　　② 賃金台帳
　　　③ 雇入れに関する書類
　　　　…雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など
　　　④ 解雇に関する書類･･･解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など
　　　⑤ 災害補償に関する書類･･･診断書、補償の支払、領収関係書類など
　　　⑥ 賃金に関する書類･･･賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など
　　　⑦ その他の労働関係に関する重要な書類･･･出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の
　　　　協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類
　　　　など
　　　⑧ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
　　　　（※起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに係るものに限ります。）
３　付加金の請求期間の延長
　　　２０２０年４月１日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付
　　加金※を請求できる期間を５年（これまでは２年）に延長しつつ、当分の間はその期間は３年
　　となります。
　　○付加金制度の対象となるもの
　　　･･･解雇予告手当（労基法20条１項） 休業手当（労基法26条）割増賃金（労基法37条）年次
　　　有給休暇中の賃金（労基法39条9項）
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　「溶接ヒューム」（金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質）につい
て、新たに特定化学物質障害予防規則の特定化学物質（管理第２類物質）として位置付けられま
した。
　具体的には、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で作業を行う場合と金属アーク溶接
等作業を屋外作業場で行う場合、金属アーク溶接等作業を、毎回異なる屋内作業場で行う場合で
は、一部法規制等の内容が違いますので、確認をお願いします。
　また、「塩基性酸化マンガン」について新たに特定化学物質障害予防規則の特定化学物質（管
理第２類物質）として位置付けられました。
　塩基性酸化マンガンとは、マンガンの参加数が２または３の塩基性酸化物で、代表的な物質と
して酸化マンガン（ＭｎＯ）、三酸化マンガン（Ｍｎ₂Ｏ₃）があります。

東京城北地域産業保健センターからのお知らせ

職場でのコロナの影響と検査

　先日、産業医をしている企業の担当者から連絡がありました。「客先から、現場に入る作業員に

コロナウイルス抗体検査を要求されたので実施している医療機関を教えてほしい」というものでし

た。先方は感染者を現場に入れないようにしたいのでしょう。だとすると抗体検査は不適当です。

この検査は過去にコロナウイルスに罹ったことがあるかどうかを調べる検査だからです。現在感染

しているかを調べる検査にはPCR検査とインフルエンザと同じようなキットを用いた抗原検査及び

ルミパルスという機械を使う抗原定量検査があります。PCR検査は個人の希望により自費で実施し

ているクリニックもありますが、結果が出るまで2～3日かかります。キットを使う抗原検査は15分

で結果が出るのは良いのですが、PCRと比べると精度が低く、無症状の人の検査には適当ではあり

ません。症状の無い人を調べるにはPCRと抗原定量検査があります。しかし、PCRでも2割程は陽

性者を見落とす可能性があり(そのため陰性証明書は出ません)、逆に陰性の人を陽性としてしまう

こともあるので注意が必要です。現場で重要なことは、手洗い、消毒、マスクやフェイスシールド

を使用し、休憩や食事をする際も密にならないよう配慮すること。咳がある人、発熱している人は

現場に入らないを徹底することです。困ったときは遠慮なく地域産業保健センターまでお問い合わ

せください。
　　　　　　　２０２０．８.１７　豊島区医師会公衆衛生部

労働衛生コンサルタント　三輪祐一
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ハローワーク池袋だより
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講習会等・協会行事実施と計画
　当協会主催講習会等についての内容、お申し込みは同封のご案内か当協会ホームページをご覧ください。
他地区協会との共催講習会の内容、お申し込みは当協会ホームページをご覧ください。
なお、講習会等については中止となることもありますので、ホームページをご覧になるか、事務局までお尋ね
ください。
＊協会ホームページ　http://www.ikerokyo.or.jp/

令和２年度　第19回豊島・板橋・練馬地区安全衛生推進大会
　池袋労働基準監督署、池袋労働基準協会、建設業労働災害防止協会主催。豊島産業協会、板橋産
業連合会、練馬産業連合会、東京都トラック協会協賛。その他関係団体賛助により開催いたします。
事業主及び安全衛生担当者をはじめ関係者の方々が多数ご出席下さるよう、ご案内申し上げます。
　開催日時　　令和2年11月10日（火）　午後１時３０分～４時30分
　開催場所　　としま区民センター多目的ホース　８・９階／豊島区東池袋１－２０－１０
　内　　容　　安全衛生優良事業場等の表彰・安全衛生活動の事例発表・特別講演「健康は小さな
　　　　　　　ことの積み重ね」
　　　　　　　※内容、お申し込みは同封のご案内か当協会ホームページをご覧下さい。

令和２年（2020年）度講習会等実施と計画

＜池袋協会主催講習会等＞

新入社員安全衛生教育等講習会

労働行政運営方針等説明会

全国安全週間説明会

全国労働衛生週間説明会

豊島板橋練馬地区安全衛生推進大会

安全衛生推進者養成講習

安全管理者選任時研修

衛生推進者養成講習

5月

中止

4月

中止

中止

6月

中止

中止

7月

17日

9月

中止

15·16日

2月

18·19日

3日

3月

1·2日

10月

20·21日

15日

11月

10日

12月 1月8月

＜他地区協会との共催講習会等＞

「衛生管理者」受験準備講習会 第1種

「衛生管理者」受験準備講習会 第2種

人事労務・厚生担当者実務講習会

業務上災害・通勤災害の労災保険給付手続き

実務基礎講座「雇用保険・社会保険」

新型コロナウイルス感染症と労働法

建設業の送検事例から学ぶ労働安全衛生法

5月4月 6月 7月 9月

16～18日

16·17日

2月 3月10月

5日

20日

28日

11月

11日

25日

12月 1月8月


