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2021年 9月末速報値　死傷災害発生状況
（新型コロナウイルス感染による災害を除く）

　数字の上段は、令和3年9月末速報値
　数字の下段は、令和2年9月末速報値
　＊印は、業種内の中分類（内数）となります。
本年に入り、多くの業種で災害が大幅に増加する傾向が認められます。
　年末に向け、何かと忙しい時期となりますが、今一度、働いている皆さんに注意喚起をお
願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染による災害を除いたのは、コロナ感染のために、大幅に災
害が増加している業種が認められ、経年的な災害の増減が不明確になるためとご理解くださ
い。
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　今回皆様にお示しします内容は、平成27年4月1日より令和3年3月31日までの約6年間に発生した休業4日以
上の労働災害に基づき、提出された労働者死傷病報告を分析したものです。
　なお、新型コロナウイルス感染症につきましては、除外していますことをご理解のほどお願い申し上げます。
また、統計集計後に提出されたものも対象となっておりますので、局ホームページの数値とも違いがあることを
ご承知おきください。
　最初に、第1表で業種ごとに、どのような事故の型にて災害が起きているか見ていきます。
　この期間の労働者死傷病報告の総数は、5981件。うち新型コロナ感染症を除いた件数は5739件となりま
す。 第１表　事故の型と業種の関係

　事故の型別は、災害発生件数合計数が多い順に並べ替えてあります。
　今回の分析では、ほとんどの業種において、「転倒」災害が1番多いことがお分かりいただけることと思いま
す。また、「転倒」・「動作の反動、無理な動作」・「墜落、転落」災害の3つの事故の型で、全体の約６０％を
しめており、それらに対する災害防止を重点的に行う必要がある業種が多いということもご理解いただけるこ
とと存じます。
　では、第2表で事故の型と年代別との関係についてみていきましょう。

池袋労働基準監督署管内における近年の労働災害の動向について



第２表　事故の型と年代別との関係　

　比較的若い世代では、「転倒」災害が特に多いということはありませんが、40代前半以降は、「転倒」災害
が常に一番多い災害であることがお分かりいただけるでしょう。
　また、比較的若い世代では、「動作の反動、無理な動作」が「転倒」を上回っていることも特徴といえると思
います。

「転倒」災害が多いことはご理解いただけたことと存じますが、では「転倒」災害が発生した場合、実際にど
の程度の休業見込み日数となるのか、年代と傷病部位等と各 リ々ンクさせて考えてみましょう。
　ここで、まずお考えいただきたいのは、私たちが何かにつまずき転倒した場合、ほとんどの場合、会社をお
休みする必要が無い、いわゆる不休災害が一般的です。ですから、「転倒」で会社をお休みするということは、
かなり大きなけが等をされたということです。さらに第3表をみますと、休業見込み日数の最も多いのが、1か月
を超え3か月以内であり、重篤（骨折等）な災害となっています。

第３表「転倒」休業見込み日数と年代別との関係

3

　このような背景を踏まえ、今年度は、
「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」

を全体の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り、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とともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
向けた副スローガンとして

「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」
を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けることとします。
　なお、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します。

＊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72回を迎えました。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す。
　労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には802件となっ
ており、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が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年には6,000人以上発
生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組
の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続することが求められて
います。さらに、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ます。
　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ます。
　化学物質に起因する労働災害については、特定化学物質障害予防規則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全体の８割を占めています。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が必要です。
　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1,000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。こうしたことを踏まえ、令和２年７月に石綿障害予防規則を改正し、石綿によるばく露防止対策
を強化したところです。
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　年代的に見た場合でも、15日以上の休業見込み日数では、全世代が半数以上を占めており、若い人でも大
けがをする可能性があるという結果となっています。
　第4表の傷病部位と休業見込み日数を見た場合、ひざ、手首、足首など、転倒した場合ぶつけやすい場所が
上位になっていますが、中には倒れた場所に物があったりして、肩や胸をぶつけた方もおられ、ぶつけた場所
により休業見込み日数が大きく変動するという結果となっています。
　最後に、どのような場所・原因で転倒したのか第5表で見ていきます。

第５表「転倒」起因物と休業見込み日数の関係

　仮設物、建築物、構築物等には、いわゆる通路や階段、足場などが含まれており、皆様が思われる場所での
災害が大多数を占めています。
　しかしながら、仮設物、建築物、構築物等以外の起因物での転倒は、機械や道具、材料等に足を取られ
た、無理な体勢での作業であった、足が滑ったという災害です。災害発生原因は、いろいろございますが、足
元の見にくい場所に物が置いてあるとか、滑りやすい床であったとか、整理整頓や清掃などがなされておれば
防げたと思われる災害も、労働者死傷病報告の内容から読み取れるものも多数ございます。再度作業方法や
荷の運搬方法など、自分の会社では転倒災害を発生させないとの思いで、災害防止対策の徹底をぜひともお
願いしたいと思います。
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を全体の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り、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とともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
向けた副スローガンとして

「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」
を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けることとします。
　なお、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します。
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第４表「転倒」休業見込み日数と傷病部位の関係　

　年代的に見た場合でも、15日以上の休業見込み日数では、全世代が半数以上を占めており、若い人でも大
けがをする可能性があるという結果となっています。
　第4表の傷病部位と休業見込み日数を見た場合、ひざ、手首、足首など、転倒した場合ぶつけやすい場所が
上位になっていますが、中には倒れた場所に物があったりして、肩や胸をぶつけた方もおられ、ぶつけた場所
により休業見込み日数が大きく変動するという結果となっています。
　最後に、どのような場所・原因で転倒したのか第5表で見ていきます。

第５表「転倒」起因物と休業見込み日数の関係

　仮設物、建築物、構築物等には、いわゆる通路や階段、足場などが含まれており、皆様が思われる場所での
災害が大多数を占めています。
　しかしながら、仮設物、建築物、構築物等以外の起因物での転倒は、機械や道具、材料等に足を取られ
た、無理な体勢での作業であった、足が滑ったという災害です。災害発生原因は、いろいろございますが、足
元の見にくい場所に物が置いてあるとか、滑りやすい床であったとか、整理整頓や清掃などがなされておれば
防げたと思われる災害も、労働者死傷病報告の内容から読み取れるものも多数ございます。再度作業方法や
荷の運搬方法など、自分の会社では転倒災害を発生させないとの思いで、災害防止対策の徹底をぜひともお
願いしたいと思います。
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　このような背景を踏まえ、今年度は、
「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」

を全体の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り、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とともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
向けた副スローガンとして

「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」
を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けることとします。
　なお、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します。

＊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72回を迎えました。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す。
　労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には802件となっ
ており、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が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年には6,000人以上発
生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組
の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続することが求められて
います。さらに、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ます。
　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ます。
　化学物質に起因する労働災害については、特定化学物質障害予防規則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全体の８割を占めています。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が必要です。
　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1,000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。こうしたことを踏まえ、令和２年７月に石綿障害予防規則を改正し、石綿によるばく露防止対策
を強化したところです。

(R３.９）



Φ ハローワーク池袋だより Φ 
 

 

 

 

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共存社会」

実現の理念の下、事業主の皆さまには、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があ

ります（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、今年の３月１日から以下のように変わっ

ています。 

 

 

 

  

 

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。 

対象となる事業主の範囲が、従業員４３．５人以上に広がっています。 

  なお、その事業主には、以下の義務があります。 

   ◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 

◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努め 

なければなりません。 
 
 
 

 

 
 

以前 

 
 

    

    

    

☆雇用指導官 ☎０３－３９８７－１４６５ 

障害者の法定雇用率についてのお知らせ。 
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講習会等・協会行事実施報告と計画
　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。

令和３年（2021年）度講習会等実施報告と計画

＜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

板橋練馬豊島地区安全衛生推進大会

人事労務・労働保険担当者法令実務説明会

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

26·27日

4月

9日

6月

中止

24·25日

7月

27日

9月

中止

16·17日

2月

予定

24·25日

3日

3月

15·16日

10月

19·20日

11日

11月

中止

12月 1月8月

＜他地区協会との共催講習会等＞

業務上災害・通勤災害の労災保険給付手続き

人事・労務担当者のための労基法

雇用保険・社会保険の各種手続きを学ぶ

ベーシックセミナー2021第2回［オンデマンド配信］

ベーシックセミナー2021第3回［オンデマンド配信］

労務人事担当者基礎講習［オンライン開催］

職場のメンタルヘルス対策［オンライン開催］

人事労務・厚生担当者実務講習会

労務管理「テレワーク、副業・兼業の労務管理」

5月4月 6月

15日

17日

23日

7月 9月 2月 3月10月

8·15日

12日

21日

11月

29日

12月 1月8月

「令和４年新年賀詞交歓会」中止のお知らせ
　「令和４年新年賀詞交歓会」につきましては、今後の新型コロナウイルス感染状
況等に鑑み、中止とさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げ
ます。

協会ホームページ　http://www.ikerokyo.or.jp/
講習会等申込書、入会申込書をダウンロードできます。　講習会等のご案内については、随時更新いたします。

　訃報
　　　当協会前会長の阿部財智様（東財建設株式会社　代表取締役）が、令和 3年 10 月　
　15 日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。


