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全 国 安 全 週 間 を 展 開
主催：池袋労働基準監督署、（一社）池袋労働基準協会

　
　令和4年6月6日（月）、ＩＫＥ・Ｂｉｚ としま産業振興プラザ 多目的ホールにおいて、約70名の

事業場の方が参加して、「令和4年度全国安全週間説明会」が開催されました。

この説明会は「安全は　急がず焦らず怠らず」のスローガンのもと、今年で95回目を迎える全国安

全週間及び準備期間の効果的な実施と、これを利用した事業場の安全文化の醸成を促進する目的か

ら、企業経営者や労務安全衛生担当者等を主な対象として開催したものです。

開催に当たり、会場入室時の検温、アルコール消毒液の設置、

定期的な換気、広めの席配置等、新型コロナウイルス感染防止の

万全を期して、実施しました。

始めに、主催者より白浜弘幸池袋労働基準監督署長、大島隆夫

（一社）池袋労働基準協会会長の挨拶、引き続き副会長今井敏弘、

黒田哲治、吉田栄3名の紹介後、説明に入りました。

　池袋労働基準監督署の中島労働基準監督官より、「労働災害発生状況等について」と題し、全

国、池袋署管内の労働災害の動向や、多く発生している労働災害の特徴などの説明がありました。

 続いて、小関安全衛生課長より「全国安全週間実施要綱」に基づき、全国安全週間及び準備期間に

おける趣旨及び今年度示された、安全週間実施における留意事項と具体的な取組内容の説明がなさ

れました。引き続き江添第二方面主任監督官より「労務、安全衛生管理について」と題し、外国

人、高年齢労働者対策及び補助金制度、業務改善助成金制度について詳しい説明がありました。

　最後に、中央労働災害防止協会 健康快適推進部審議役の三觜明（みつはしあきら）氏より「健

康・安全に働くための転び予防」と題し、ご講演いただきました。

　<講演抄録>労働災害の種類の中で最も多いのは転倒災害である。「転倒」とは同一平面上で転ぶ

ことであり、梯子や階段等から落ちる「転落・墜落」とは区別する。しかし、いずれもバランスを

崩して「転ぶ」ということは共通である。転倒は、平面上で「転ぶ」ということで労働災害の中で

も軽く見られがちであるが、4日以上休む人は3万人を超え(令和3年で33,672 件)、中でも約６割の人

が休業１か月以上と重症化している。また、転倒は50歳以上が68.5%を占め、墜落・転落では53.5%

と過半数を占めており、加齢に伴い死傷者数が多くなっている。特に高齢者は骨強度のおとろえか

ら、骨折をして入院するなど、重篤化する可能性が高く、回復力も低いので、休業日数が長くなる

傾向にある。高齢者の災害発生率が高くなる要因としては身体機能の低下があげられる。例えば、

視力や聴力、平衡感覚、疲労回復力、筋力は確実に低下する。

　しかし、加齢により機能が低下しているにもかかわらず、若い時

の状態をイメージしたまま作業をして被災してしまうこともある。

したがって、高齢者の労働災害を防止するには、その特性に応じた

的確な対応が必要である。

　ハード面の対策では、高齢者でも安全に働き続けることができる

よう、施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講ずる

（例えば、照度の確保、手すりの設置、段差の解消など）。また、ソフト面では、高年齢労働者の

特性を考慮した作業内容等の見直しなどを検討し実施する。一方、労働者自身も健康や体力の現状

を把握し、日頃から身体活動を取り入れるよう意識した生活習慣を心がけることも必要である。

　また、管理監督者や高年齢労働者と共に働く労働者に対しては、高年齢労働者の特徴とその安全

衛生対策についての教育を行うことも必要である。

　人生100年時代に突入した今、高年齢者から若者まで、全ての人が元気に活躍でき、安心して働け

る職場づくりの取り組みを進めていくことが望まれる。

白浜署長
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中島監 督官 小関安全衛生課長 江添主任監督官

三觜明氏
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　令和４年度定時総会は、6月17日（金）午後４時からリビエラ東京1階「パリセイズテラス」において、役員
及び会員総勢50名が出席して開催されました。
　始めに大島隆夫会長の挨拶、また池袋労働基準監督署白浜弘幸署長よりご挨拶をいただきました。
　続けて大島会長が議長に就任し、資格報告のあと議事に入りました。第1号
議案「令和3年度財務諸表承認の件と監査報告」議案について濱事務局長か
ら説明があり、いずれも満場異議無く承認されました。引き続き「令和3年度事
業報告」「令和4年度事業計画」及びこれに伴う「令和4年度収支予算の報告」
などについて説明があり、いずれも承認されました。最後に黒田哲治副会長の
閉会の言葉により令和４年度定時総会は、無事終了いたしました。
　また今回は、午後5時30分より「ガーデンフォレスト」に会場を移し、懇親会
が行われました。
　秋山勉副会長の司会により、大島会長の開会の挨拶、さらに今井敏弘副会
長のご発声で乾杯が行われました。少人数ではありましたが、参加者同士で和
やかな歓談の後、荒木秀幸副会長により中締めを行い、閉会となりました。
　今回は、来賓をお招きせず会員同士による懇親会となりました。

令和４年度定時総会開催

大島会長

白浜署長

< トピックス >
令和３年度「過労死等の労災補償状況」(全国件数)を公表

　厚生労働省は、令和３年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。
　厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精
神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数など
を、平成14年以降年１回、取りまとめています。
◆ ポイント
　•　過労死等に関する請求件数　3,099件（前年度比264件の増加）
　•　支給決定件数　801件（前年度比１件の減少）
　　  うち死亡（自殺未遂を含む）件数：136件（前年度比12件の減少）

１　脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況　表１－１
　　（１）請求件数は753件で、前年度比31件の減少。　
　　（２）支給決定件数は172件で前年度比22件の減少。
　　　  うち死亡件数は前年度比10件減の57件。

２　精神障害に関する事案の労災補償状況　表２－１
　　（１）請求件数は2,346件で前年度比295件の増加。
　　　  うち未遂を含む自殺の件数は前年度比16件増の171件。
　　（２）支給決定件数は629件で前年度比21件の増加。
　　　  うち未遂を含む自殺の件数は前年度比２件減の79件。
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屋外・屋内でのマスク着用について

新型コロナウイルス
感染症予防のために
（厚生労働省HP）

新型コロナウイルス感染症対策

夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
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1,820 (788) 2,060 (952) 2,051 (999) 2,346 (1185)

1,461 (582) 1,586 (688) 1,906 (887) 1,953 (985)

[認定率] [31.9%] (28.0%) [32.1%] (36.0%) [31.9%] (28.9%) [32.2%] (28.1%)

200 (22) 202 (16) 155 (20) 171 (15)

199 (21) 185 (17) 179 (17) 167 (20)

[認定率] [38.2%] (19.0%) [47.6%] (23.5%) [45.3%] (23.5%) [47.3%] (20.0%)

　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 ( )内は女性の件数で、内数である。認定率の( )内は、女性の支給決定件数を決定件数で除した数である。

(4) 81 (4) 79 (4)

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。

629 (277)

うち自殺

請求件数

決定件数

うち支給
決定件数 76 (4) 88

465 (163) 509 (179) 608 (256)

表２－1　精神障害の労災補償状況

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度区分    /   年度

精神障害

請求件数

決定件数

うち支給
決定件数



全 国 安 全 週 間 を 展 開
主催：池袋労働基準監督署、（一社）池袋労働基準協会

　
　令和4年6月6日（月）、ＩＫＥ・Ｂｉｚ としま産業振興プラザ 多目的ホールにおいて、約70名の

事業場の方が参加して、「令和4年度全国安全週間説明会」が開催されました。

この説明会は「安全は　急がず焦らず怠らず」のスローガンのもと、今年で95回目を迎える全国安

全週間及び準備期間の効果的な実施と、これを利用した事業場の安全文化の醸成を促進する目的か

ら、企業経営者や労務安全衛生担当者等を主な対象として開催したものです。

開催に当たり、会場入室時の検温、アルコール消毒液の設置、

定期的な換気、広めの席配置等、新型コロナウイルス感染防止の

万全を期して、実施しました。

始めに、主催者より白浜弘幸池袋労働基準監督署長、大島隆夫

（一社）池袋労働基準協会会長の挨拶、引き続き副会長今井敏弘、

黒田哲治、吉田栄3名の紹介後、説明に入りました。

　池袋労働基準監督署の中島労働基準監督官より、「労働災害発生状況等について」と題し、全

国、池袋署管内の労働災害の動向や、多く発生している労働災害の特徴などの説明がありました。

 続いて、小関安全衛生課長より「全国安全週間実施要綱」に基づき、全国安全週間及び準備期間に

おける趣旨及び今年度示された、安全週間実施における留意事項と具体的な取組内容の説明がなさ

れました。引き続き江添第二方面主任監督官より「労務、安全衛生管理について」と題し、外国

人、高年齢労働者対策及び補助金制度、業務改善助成金制度について詳しい説明がありました。

　最後に、中央労働災害防止協会 健康快適推進部審議役の三觜明（みつはしあきら）氏より「健

康・安全に働くための転び予防」と題し、ご講演いただきました。

　<講演抄録>労働災害の種類の中で最も多いのは転倒災害である。「転倒」とは同一平面上で転ぶ

ことであり、梯子や階段等から落ちる「転落・墜落」とは区別する。しかし、いずれもバランスを

崩して「転ぶ」ということは共通である。転倒は、平面上で「転ぶ」ということで労働災害の中で

も軽く見られがちであるが、4日以上休む人は3万人を超え(令和3年で33,672 件)、中でも約６割の人

が休業１か月以上と重症化している。また、転倒は50歳以上が68.5%を占め、墜落・転落では53.5%

と過半数を占めており、加齢に伴い死傷者数が多くなっている。特に高齢者は骨強度のおとろえか

ら、骨折をして入院するなど、重篤化する可能性が高く、回復力も低いので、休業日数が長くなる

傾向にある。高齢者の災害発生率が高くなる要因としては身体機能の低下があげられる。例えば、

視力や聴力、平衡感覚、疲労回復力、筋力は確実に低下する。

　しかし、加齢により機能が低下しているにもかかわらず、若い時

の状態をイメージしたまま作業をして被災してしまうこともある。

したがって、高齢者の労働災害を防止するには、その特性に応じた

的確な対応が必要である。

　ハード面の対策では、高齢者でも安全に働き続けることができる

よう、施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講ずる

（例えば、照度の確保、手すりの設置、段差の解消など）。また、ソフト面では、高年齢労働者の

特性を考慮した作業内容等の見直しなどを検討し実施する。一方、労働者自身も健康や体力の現状

を把握し、日頃から身体活動を取り入れるよう意識した生活習慣を心がけることも必要である。

　また、管理監督者や高年齢労働者と共に働く労働者に対しては、高年齢労働者の特徴とその安全

衛生対策についての教育を行うことも必要である。

　人生100年時代に突入した今、高年齢者から若者まで、全ての人が元気に活躍でき、安心して働け

る職場づくりの取り組みを進めていくことが望まれる。

 （案）  
 

 

 

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、在留資格などについて、

ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。 

 

 

外国人雇用状況届出は、インターネットで申請できます。 

外国人雇用状況届出については、ハローワーク池袋までお気軽にご相談下さい。 

☆お問い合わせ先：事業所第二部門 ☎０３－３９８７－８６０９（３２♯）
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ハローワーク池袋だより
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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。

全国労働衛生週間説明会のご案内
　　　令和 4年度全国労働衛生週間説明会を下記により開催いたします。

　　　詳細につきましては、リーフレットを同封しましたので、そちらで

　　　ご確認ください。皆様のご参加をお待ちしております。

　　　　　　開催日時　令和４年９月９日（金）午後１時 30分～

　　　　　　会　　場　IKE・Biz( としま産業振興プラザ )6 階多目的ホール

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４年（2022年）度講習会等実施報告及び計画（予定）

＜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

労働保険　年度更新事務説明会

ベーシックセミナー２０２２第１回

ベーシックセミナー２０２２第２回

5月

18日

25日

4月

11日

6月

6日

23·24日

13日

7月

締切

9月

9日

15·16日

2月

20·21日

8日

3月

予定

14·15日

10月

19·20日

12日

11月

11日

12月 1月8月

◆新規会員事業場のご案内(令和４年６月) ◆
事業場名 住所 電話 事業内容

株式会社アマランス

那須興産株式会社

有限会社丸源産業

丸豊工業株式会社

03-3988-7671

03-5970-3825

03-3969-7405

03-6913-0555

情報処理業

産業廃棄物処理業

ﾀｲﾔ販売修理業

廃棄物処理業

豊島区南池袋2-45-2-4009

板橋区舟渡1-2-12

板橋区舟渡3-3-1

板橋区坂下1-36-8

全 国 安 全 週 間 を 展 開
主催：池袋労働基準監督署、（一社）池袋労働基準協会

　
　令和4年6月6日（月）、ＩＫＥ・Ｂｉｚ としま産業振興プラザ 多目的ホールにおいて、約70名の

事業場の方が参加して、「令和4年度全国安全週間説明会」が開催されました。

この説明会は「安全は　急がず焦らず怠らず」のスローガンのもと、今年で95回目を迎える全国安

全週間及び準備期間の効果的な実施と、これを利用した事業場の安全文化の醸成を促進する目的か

ら、企業経営者や労務安全衛生担当者等を主な対象として開催したものです。

開催に当たり、会場入室時の検温、アルコール消毒液の設置、

定期的な換気、広めの席配置等、新型コロナウイルス感染防止の

万全を期して、実施しました。

始めに、主催者より白浜弘幸池袋労働基準監督署長、大島隆夫

（一社）池袋労働基準協会会長の挨拶、引き続き副会長今井敏弘、

黒田哲治、吉田栄3名の紹介後、説明に入りました。

　池袋労働基準監督署の中島労働基準監督官より、「労働災害発生状況等について」と題し、全

国、池袋署管内の労働災害の動向や、多く発生している労働災害の特徴などの説明がありました。

 続いて、小関安全衛生課長より「全国安全週間実施要綱」に基づき、全国安全週間及び準備期間に

おける趣旨及び今年度示された、安全週間実施における留意事項と具体的な取組内容の説明がなさ

れました。引き続き江添第二方面主任監督官より「労務、安全衛生管理について」と題し、外国

人、高年齢労働者対策及び補助金制度、業務改善助成金制度について詳しい説明がありました。

　最後に、中央労働災害防止協会 健康快適推進部審議役の三觜明（みつはしあきら）氏より「健

康・安全に働くための転び予防」と題し、ご講演いただきました。

　<講演抄録>労働災害の種類の中で最も多いのは転倒災害である。「転倒」とは同一平面上で転ぶ

ことであり、梯子や階段等から落ちる「転落・墜落」とは区別する。しかし、いずれもバランスを

崩して「転ぶ」ということは共通である。転倒は、平面上で「転ぶ」ということで労働災害の中で

も軽く見られがちであるが、4日以上休む人は3万人を超え(令和3年で33,672 件)、中でも約６割の人

が休業１か月以上と重症化している。また、転倒は50歳以上が68.5%を占め、墜落・転落では53.5%

と過半数を占めており、加齢に伴い死傷者数が多くなっている。特に高齢者は骨強度のおとろえか

ら、骨折をして入院するなど、重篤化する可能性が高く、回復力も低いので、休業日数が長くなる

傾向にある。高齢者の災害発生率が高くなる要因としては身体機能の低下があげられる。例えば、

視力や聴力、平衡感覚、疲労回復力、筋力は確実に低下する。

　しかし、加齢により機能が低下しているにもかかわらず、若い時

の状態をイメージしたまま作業をして被災してしまうこともある。

したがって、高齢者の労働災害を防止するには、その特性に応じた

的確な対応が必要である。

　ハード面の対策では、高齢者でも安全に働き続けることができる

よう、施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講ずる

（例えば、照度の確保、手すりの設置、段差の解消など）。また、ソフト面では、高年齢労働者の

特性を考慮した作業内容等の見直しなどを検討し実施する。一方、労働者自身も健康や体力の現状

を把握し、日頃から身体活動を取り入れるよう意識した生活習慣を心がけることも必要である。

　また、管理監督者や高年齢労働者と共に働く労働者に対しては、高年齢労働者の特徴とその安全

衛生対策についての教育を行うことも必要である。

　人生100年時代に突入した今、高年齢者から若者まで、全ての人が元気に活躍でき、安心して働け

る職場づくりの取り組みを進めていくことが望まれる。


