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令和3年9月29日、三原厚生労働副大臣から労働災害が増加傾向にある陸上貨物運送事業、小

売業、社会福祉施設の各業界団体への協力要請が行われました。当協会に対しては、「陸上貨

物運送事業における労働災害防止に向けた一層の取組に関する要請」がありました。（この要

請は、新型コロナウイルス感染症防止対策を踏まえ、オンラインにより実施されました。） 

本要請は、昨年の陸上貨物運送事業における死傷災害が15,815件と前年より2.8％増加して

おり、平成29年との比較でも7.5%の増加となっていること、また、昨年の死傷年千人率が

8.94（全業種平均2.33）で、就業者数が多い主な業種の中でも突出して高い水準にあり、憂慮

すべき状況が続いていることを受け、当協会を含む関係事業者団体に対し一層の安全対策の推

進を求めたものです。 

死傷災害の発生要因としては、荷役作業時における労働災害が全体の約7割を占めており、

特に荷台等からの墜落・転落が多くなっています。また、荷運搬用のロールボックスパレット

を取り扱う際の災害も多発しており、令和2年に発生した災害約1千件のうち、約8割が不適切

な取扱いが原因となっています。 

こうした状況を踏まえ、労働災害の発生状況とその防止対策の必要性の周知・啓発ととも

に、荷役ガイドラインに基づく墜落・転落災害の防止、特にロールボックスパレットやテール

ゲートリフターの取扱いにおける安全対策の徹底等が要請されました。 

厚生労働副大臣から労災防止に向けた一層の取組要請 
ロールボックスパレット（カゴ車）等の安全な取扱い等、荷役災害防
止対策にお取り組みください！ 

要請を行う三原厚生労働副大臣 取組状況を説明する渡邉会長 

〈題
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初
代
会
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金
丸
冨
夫
〉 

 
陸災防「令和3年度 安全衛生標語」健康部門優秀作品 

http://rikusai.or.jp/
http://www.rikusai.or.jp
http://rikusai.or.jp/hyougo/2019/
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要請を受け渡邉会長は、「当協会としても、労働災害が増加していることに強い警戒感を

有している。このため、今年度の事業計画において、特に荷役作業での労働災害防止につい

て最重点課題として取り組んでいる。荷役作業時の労働災害の減少に向けて、さらにその対

応を徹底して参りたい。 

ご指摘のあったロールボックスパレット及びテールゲートリフターについては、その利用

範囲が拡大する中、死亡災害等重篤な災害も発生しており、当協会でも平成28年度から、こ

れら作業にかかる作業マニュアルの作成、安全講習会等を実施してきている。 

今回の要請を踏まえ、今年度実施している、陸運事業者や荷主等への講習会、個別事業場

へのコンサルティング、荷主等との協議会の機会をとらえて、チェックリストの活用による

事業者の取組等を全日本トラック協会と連携して強力に推進するとともに、効果的な労働災

害防止対策を実施している会員事業場の好事例の収集、広報にも一層取り組んでいきたい。 

荷主等への要請については、昨年から、各都道府県で労働局と連携しながら、事業者とお

客様との協議会を開催しており、さらに進展させられるよう努力して参りたい。 

また、高齢化等による労働者不足のため、業界で働く人の入れ替わりが激しくなってきて

いる。この点も労働災害の発生に繋がっていると考えられるため、当業界で働く方の新任教

育を、国からのご支援をいただきながら一層進めていきたい。」と述べました。 

陸災防では、ホームページに「ロールボックスパレット等の荷役災害対策」を紹介する特

設コーナー（下記参照）を設けるとともに、作業前点検についてまとめた「ロールボックス

パレット等を使う前の５つの基本チェックリスト」の周知に努め、一層の安全対策の推進に

取り組んでいくこととしております。 

 

ロールボックスパレット（カゴ車）等の荷役災害対策にお役立てください 
各タイトルをクリックするとダウンロードすることができます。 

 ●労働災害発生状況 

  ・陸運業における労働災害発生状況及びロールボックスパレットの取扱い作業中の労働災害発生

状況 

 ●チェックリスト 

  ・「ロールボックスパレット・テールゲートリフター」使う前の５つの基本チェックリスト 

 ●リーフレット 

  ・ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル 安全に作業するための８つのルール 

  ・改良しましょう ロールボックスパレット ３つのポイントを提案します！ 

  ・テールゲートリフターを安全に使用するために 

 ●広報誌「陸運と安全衛生」掲載記事 

  （執筆：労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 大西研究員） 

  ・ロールボックスパレット（カゴ車）を安全に使うためには 

  ・改良型ロールボックスパレット（カゴ車）のご紹介 

 ●テキスト、DVDビデオ、ハンドブック販売のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各資料につきましては、次の特設コーナーからもダウンロードいただけます。 

ロールボックスパレット（カゴ車）等の荷役災害対策特設コーナー 

URL http://rikusai.or.jp/20210929_rollboxpallet/ 

http://rikusai.or.jp/20210929_rollboxpallet/
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_rousai_joukyou.pdf
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_rousai_joukyou.pdf
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_5check.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000098499.pdf
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2021_02/kairyo_rbp_A4.pdf#zoom=100
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000212477.pdf
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_anzen.pdf
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_kairyou.pdf
http://rikusai.or.jp/20210929_rollboxpallet/
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_text_dvd_book.pdf
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はじめに 

 令和2年度安全衛生表彰において「優良賞」

という名誉ある賞を受賞させていただき誠に

有り難うございます。これもひとえに、陸災

防鹿児島県支部様、鹿児島県トラック協会様

並びに関係各社様のご支援、ご指導のお陰と

深く感謝と御礼申し上げます。 

 弊社は、鹿児島県鹿屋市に本社を置き、設

立から今年で21年を迎えました。中型トラッ

ク・大型トラック・トレーラー等36台保有

し、鶏卵・青果物をはじめとした食品関係・

一般雑貨・建設資材等を西日本一帯を輸送エ

リアとし業務を行っております。 

 全車両にデジタコ・ドライブレコーダーを

搭載しGPSにて

動態確認・安全

指導を実施して

おります。 

荷主との会議 

 協力会社様と合同にて年2回「安全衛生協力

会」を行い、交通災害・労働災害の事故事例

の報告・対策・KY活動・ヒヤリハット報告・

PDCAを含む再発防止対策の共有を行い、全

乗務員への周知徹底を行っています。 

 また、コロナ禍においては事故報告TT（テ

クニカル トランスレーション）等の情報を遠

隔にて共有しています。 

交通労働災害防止に向けての取組 

 

 

 

 近年被害をもたらしている自然災害、異常

気象への対策として、平時より災害時の運行

ルート設定、連絡網の再確認、情報の共有等

の講習会（シミュレーション）を実施してい

ます。 

 台風・豪雨・豪雪・猛暑による乗務員の体

力の消耗も計り知れないものと感じておりま

す。休息・睡眠を充分にとっていても知らず

しらずに疲労が溜まり、乗務員の集中力の低

下も考えられます。 

 各ガイドラインの遵守はもとより、「停ま

る勇気・寝る勇気」のスローガンのもと、乗

務員の体調の状況を把握し、無理のない運行

により「交通労働災害0」を目指し展開してい

ます。 

社内安全教育 

・運転席からの死角の確認教育 

・タイヤ・ホイール・スペアタイヤ等の脱落

防止、点検講習（ブリヂストン様）（写真） 

・基本動作教育 

・国土交通省告示による12項目の教育 

・陸災防様・トラック協会様提供の啓発、マ

ニュアル活用での教育 

・パーキングブレーキ・エンジン停止・ギア

ロック・輪止めの徹底 

健康管理について 

 全員が健康診断を受診（深夜・早朝・長距

離は年2回）し、要検査者には再検査及び、産

業医による指導・判断をいただいています。

自宅出社前の検温、点呼時のアルコール

チェック・健康状況の確認はもとより、血

圧・体温の測定も実施しております。 

 社内数カ所にアルコール消毒液、ペーパー

ナプキンを設置し、手洗いうがいを徹底させ

ております。また、熱中症対策として塩飴・

飲料水の支給を行っております。 

社名の「宝船」への思い 

 お預かりしたお荷物は1個でもお客様の大事

な宝物。その宝物を安全かつ確実にお届けす

る。基本作業と法令遵守が乗務員一人ひとり

の命を守り、家族の生活を守り、会社を守り

ます。 

 大切なお客様の宝物をお届けする為にも安

全に運行せねばなりません。「私は事故を起

こしません」という思いをもって毎日の運行

に励んでおります。 

スローガン 

停まる勇気・寝る勇気 

令和2年度安全衛生表彰「優良賞」受賞事業場 
  

   無理のない運行で労働災害を防止 
  

有限会社 宝船（鹿児島支部） 
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第57回全国陸災防大会を熊本県にて開催します 

大会プログラム、熊本県観光のご案内 

【陸災防全国大会in熊本開催のご案内】 
会員事業場が一堂に会し、労働災害防止の意識の高揚を図り、その決意を新たにするととも

に、労働災害防止の取組について学ぶために、毎年、全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会を
開催しています。 

第57回大会は、熊本県熊本市の「熊本城ホール」にて開催いたします。 
大会への参加お申し込みは、各都道府県支部へお願い申し上げます。 

  

第57回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会in熊本 
～熊本震災からの復旧、復興、発展を～   

      令和3年11月11日(木) 13:00～17:00 

      会場 熊本城ホール メインホール（熊本県熊本市） 
   

プログラム 

第Ⅰ部 大会式典（13:00～14:20） 

第Ⅱ部 講  演（14:50～15:10）    厚生労働省労働基準局長 

第Ⅲ部 事例発表（15:20～15:45） 

「安全衛生教育の推進による災害撲滅への取組」 

       九州産交運輸株式会社 安全品質部 次長 福田 元 様 

第Ⅳ部 特別講演（15:50～17:00） 

「熊本城 復旧への挑戦」 

      熊本市文化市民局 熊本城総合事務所 所長 網田龍生 様 
  

【開催地熊本県のご紹介】 

熊本県でお待ちしております！！ 
陸災防 熊本県支部 

 令和3年11月11日(木)開催の「第57回全国

陸上貨物運送事業労働災害防止大会in熊本」

は、九州ブロックの熊本県（熊本市）におい

て開催されます。是非、全国の皆様方に歴史

と自然と食の宝庫「熊本県」へお越しいただ

きたく、陸災防熊本県支部より熊本県の魅力

をご紹介いたします。 

 平成28年4月に発生した熊本地震では、熊

本市、上益城地方及び阿蘇地方を中心に県内

は甚大な被害に遭い、また、令和2年7月に県

南を襲った豪雨では急流球磨川が氾濫し、人

吉球磨地方に甚大な被害が出るなど自然の驚

異と共生していく中、今回、熊本地震から5

年の節目の年に全国の皆様をお迎えして全国

大会が開催されますことは、熊本地震や県南

豪雨災害からの復旧、復興、発展に取り組ん

でいる当支部会員や多くの県民にとりまし

て、勇気をいただき、また、頑張る姿を見て

いただける絶好の機会でございます。 

 本大会では、熊本県民のシンボルであり、

熊本地震からの復興のシンボルでもある熊本

城の復旧に全力で取り

組んでおられる熊本市

熊本城総合事務所長の

網田龍生氏を講師にお

迎えし、「熊本城 復

旧への挑戦」と題して

特別講演を行うことと

していますので、どう

ぞお楽しみに。 

網田龍生 氏 

第36回全国フォークリフト運転競技大会 開催特集号をお届けします。 
 陸災防は、10月2日㈯・3日㈰、中部トラック総合研修センターにて第36回全国フォークリフト運
転競技大会を開催しました。大会の内容、結果につきましては「陸運と安全衛生 増刊号」を10月中
旬頃お届けしますので、よろしくお願いいたします。 

https://www.kumamoto-jo-hall.jp/access/
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また、お楽しみといえば、東西南北に特徴

のある観光地や温泉地が多い熊本県でのアフ

ターコンベンションも宜しくお願いします。 

 本県の見どころをご紹介します。 

 県央の熊本市には、熊本城（写真１）や大名

庭園である水前寺成趣園（水前寺公園）（写

真２）が見逃せない名所ですが、最近では熊本

県の営業部長くまモンの活動拠点である「く

まモンスクエア」も人気スポットです。 

 東には、世界有数の規模を誇る阿蘇カルデ

ラの大パノラマが広がります。これからの季

節、雲海に浮かぶ阿蘇五岳は絶景です（写真

３、４）。熊本地震により阿蘇地域は大規模な

斜面崩壊などにより交通網が寸断されていま

したが、道路の新設やトンネルの開通などに

より徐々に復旧し、本年3月に国道57号線と

南阿蘇地域を結ぶ新阿蘇大橋が完成したこと

により、熊本市内から阿蘇地域を結ぶ主要ア

クセスルートがすべて回復し、阿蘇地域の観

光がとても便利になりました。 

 西には、蒼い海に囲まれた大小120余の

島々からなる天草諸島が広がります。九州本

土と天草五橋で結ばれ、一年中イルカウォッ

チングが楽しめます。天草地方は、天草四郎

をはじめ多くのキリシタンが在住した地域と

しても知られます（写真５、６）。 

 南は急流球磨川の流域で、鎌倉時代～江戸

時代の700年もの間、相良藩が置かれ独自の

文化が発展し、日本でもっとも豊かな隠れ里

として人吉球磨地域が日本遺産に認定されて

います（写真７）。球磨川下りや九州最大の鍾

乳洞である球泉洞（昨年の豪雨災害の影響で

休業中）、五木の子守唄が有名ですね。 

 北は荒尾市の「ラムサール条約湿地」に登

録された荒尾干潟（写真８）や菊池市の日本名

水百選に登録された菊池渓谷（写真９）があり

ます。毎年8月に山鹿温泉で行われる山鹿灯

籠まつりは、頭に金と銀の和紙で作られた灯

籠を掲げた浴衣姿の女性たちが情緒豊かに優

雅に舞い踊ります。 

 まだまだ言い尽くせませんが、このように

熊本県は文化、歴史、自然と多彩な魅力一杯

の地域です。 

更に、旅の楽しみであるグルメも御紹介し

きれないくらい満載です。 

皆様の熊本へのお越しを心よりお待ち申し

上げます。 

 

【熊本城】 

 

 

 

 

 

 

 

(写真１) 
 

 日本三名城の一つ、熊本城。加藤清正公に

よって1601年から7年の歳月をかけ築城。 

 明治の西南の役では薩摩軍相手に50日余りも

籠城し、難攻不落の城として真価を発揮。 
  

【水前寺成趣園】 

 

 

 

 

 

 

 

(写真２) 
 

 国の名勝・史跡に指定されている、回遊式庭園。 

 江戸初期の1632年、肥後細川家・初代忠利公

が御茶屋を建てたのが始まりで、三代目網利公

の時に庭園が完成。池を中心に築山、松などを

眺めながら優雅に散策ができる。 
 

【米塚（阿蘇くじゅう国立公園）】 

 

 

 

 

 

 

(写真３) 
 

 約3,300年前の噴火で形成。お椀を逆さにし

たような形で、頂上部分が大きくくぼんでいる

のが特徴。斜面は柔らかな草原に覆われている

ので、春から夏にかけては緑一色に染まる。 

提供：熊本城総合事務所 
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【大観峰からの阿蘇五岳の眺め】 

  

  

  

  

  

  

  

(写真４) 
 

 360度の大パノラマが楽しめる阿蘇随一の

ビュースポット。阿蘇の街並みや阿蘇五岳、く

じゅう連峰までが一望できる。ここから望む阿

蘇五岳は、釈迦の寝姿に見えることから「涅槃

像」と呼ばれている。 
  

【天草イルカウォッチング】 

 

 

 

 

 

(写真５) 
 

 港から10分ほどでポイントに到着。9割以上

の遭遇率を誇り、イルカが船のすぐそばまで

寄ってくる。季節を問わず見ることができる。 
 

【﨑津教会（天草の﨑津集落）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(写真６) 
 

 天草の﨑津集落は、江戸時代に発布された禁

教令による弾圧のなかでも多くの潜伏キリシタ

ンが信仰を続けた集落。貝殻を信心具とするな

ど独特の漁村信仰等が世界に類を見ない資産で

あると評価され、2018年、世界遺産に登録され

た。﨑津教会は集落のシンボルとなっている。 
 
 

【青井阿蘇神社（人吉球磨地域）】 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
(写真７) 
 

 青井阿蘇神社は1610年から1613年にかけ造

営され、2008年に国宝に指定された。日光東照

宮や厳島神社と同様、社殿群全てが国宝となる

例は珍しく、さらに、全国で初めて茅葺きの社

寺建築が国宝指定された。 
 

【荒尾干潟】 

 

 

 

 

 

 

 
(写真８) 
 

 荒尾干潟は、南北約9.1kmに及ぶ国内最大規

模の干潟。2012年に熊本県で初めて「ラムサー

ル条約湿地」に登録され、国際的に重要な湿地

として認められた。干潟から見る夕日は絶景。 
 

【菊池渓谷】 

 

 

 

 

 

 
 
(写真９) 
 

 水と緑にあふれた菊池渓谷は、第一種特別地

域の自然休養林。四季折々に変化する景色に多

くの観光客、カメラマンが訪れる。 
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【熊本のグルメ】 

 

健康食として初 

熊本県観光の詳細は、｢熊本県公式観光サイト｣で検索してください！ 

https://kumamoto.guide/ 

【ロールボックスパレットテキスト、DVDビデオ、ハンドブックのご案内】 

「ロールボックスパレット作業教育担当者テキスト」 

   DVD「ロールボックスパレットを安全に使用するためルール」 

「ロールボックスパレットの安全作業ハンドブック」 

ロールボックスパレットとテールゲートリフターは、物流の効率化や作業者の負担軽減に貢
献する人力荷役機器の一つで、陸運業においても多く利用されています
が、近年、これらに起因する労働災害が多く発生しています。 

(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の大西明宏先
生の監修により、ロールボックスパレット及びテールゲートリフターの取
扱方法等を紹介したテキスト（770円(税込)）を販売しています。 

なお、テキストの補助教材としてDVDビデオ（11分 770円(税込)）
も販売していますので、併せてご活用いただくと効果的です。 

また、社内の教育用、作業者の携帯用として、災害事例などを基に、イラストを多く使って
分かりやすく説明したハンドブック（220円(税込)）も販売しています。 

テキストとDVDをセットでお買い求めいただきますと、770円＋770円＝1,540円のところ、
セット価格1,320円(税込)にて販売いたします。 
 

https://kumamoto.guide/
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 令和3年度安全衛生表彰等の受賞者を決定しましたのでご紹介いたします。受賞者の皆様おめ

でとうございます。 
 

令和3年度安全衛生表彰等の受賞者の方々 
(敬称略) 

１ 安全衛生表彰 

事業場・団体表彰 

優良賞（10事業場） 

茨 城 県  吹上運輸有限会社 

群 馬 県  有限会社千明アクティー 

埼 玉 県  株式会社中島運輸 

岐 阜 県  株式会社松井急便 

愛 知 県  松風運輸株式会社 

      木村運送合資会社 

奈 良 県  丸山カーゴ株式会社 

徳 島 県  まるき運送有限会社 

熊 本 県  株式会社熊本総合運輸 

      有限会社郡浦運送 

 

進歩賞（34事業場） 

福 島 県  有限会社大原運送 

      大竹運送株式会社 

茨 城 県  野口運送有限会社 

      アサヒ運輸株式会社鹿島営業所 

群 馬 県  株式会社利根総業 

埼 玉 県  桶本興業株式会社 

岐 阜 県  多治見通運株式会社多治見営業所 

静 岡 県  望月運輸株式会社 

愛 知 県  エーデン流通株式会社 

      一宮運輸株式会社物流センター名古屋 

奈 良 県  八木日進運送株式会社 

鳥 取 県  有限会社きのえ 

      株式会社田中商店 

島 根 県  ニッセイ運輸株式会社 

      有限会社優美運送 

山 口 県  協立運輸商事株式会社 

      有限会社岩城産業 

徳 島 県  有限会社八光サービス 

香 川 県  株式会社クラヤマ産業 

愛 媛 県  浜栄倉庫株式会社 

高 知 県  有限会社安岡重機 

福 岡 県  日本アルコール物流株式会社門司営     

          業所 

      有限会社クマリュー 

長 崎 県  製罐陸運株式会社 

      株式会社松尾総業運輸 

      有限会社有馬運送 

熊 本 県  株式会社ＡＺＵＭＡ 

      熊交エクスプレス株式会社 

      株式会社東南企業 

熊 本 県  安達梱包運輸株式会社 

大 分 県  株式会社雄和工業 

      有限会社フクミコーポレーション 

      株式会社ＡＹＵＳＨＯＵ 

      東九運輸有限会社 

 

団体賞（1団体） 

埼 玉 県 春日部労働基準監督署管内陸災防 

         連絡協議会 

 

個人表彰 

功労賞（1名） 

鹿児島県  福永 寿一 （有限会社大姶良運送） 

 

功績賞（30名） 

青 森 県  北上 幸康 (株式会社八戸急行) 

秋 田 県  藤原 治仁  (日本通運株式会社大館   

                     支店) 

福 島 県 中村養二老 (陸災防福島県支部) 

          馬上 正平 (陸災防福島県支部) 

栃 木 県  小林 弘房 (日興運輸株式会社) 

          大垣   曻  (有限会社大曻商事陸運) 

埼 玉 県  小宮 泰二 (有限会社カクタス) 

          横田 国寿 (横田梱包株式会社) 

          高田 誠司 (高田運輸株式会社) 

          髙橋 和男  (ミヨシトータルサービ      

                     ス株式会社) 

千 葉 県  木村   琢 (ケミカルトランスポー  

                     ト株式会社) 

          上村 一夫  

          中平 孝美  

神奈川県 木村 秀夫 (株式会社木村梱包運輸) 

         田中 俊也 (マルト物流株式会社) 

         村岡   至  (つしま運輸有限会社) 

         平柳 正和 (株式会社トーリク) 

山 梨 県 窪川   一 (甲和運輸株式会社) 

静 岡 県  押見 浩之 (港トラック運送株式会社) 

          海野 勝己 (有限会社丸朝配送) 

大 阪 府  前久保拓也 (グリーン物流株式会社) 

広 島 県  浜村 友嗣 (仁方運輸株式会社) 

          児玉 吉史 (岸運送有限会社) 

          橘高 祥吾 (有限会社金丸運送店) 

福 岡 県  島津 大作 (株式会社島津運送) 

     松岡 雄介  (福岡興業株式会社) 

          森田 修一 (株式会社清興運輸) 
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福 岡 県  松本 光生 (九州産業運輸株式会社) 

宮 崎 県  高野 健一 (陸災防宮崎県支部) 

          船倉 正剛 (株式会社マキタ運輸) 

２ 永年勤続表彰 

30年勤続（1名） 

山 形 県 半澤 智子 (陸災防山形県支部）  

 

20年勤続（1名） 

長 野 県 齋藤 恵美 （陸災防長野県支部） 

 

10年勤続（2名） 

福 島 県 五十嵐雄二 （陸災防福島県支部） 

福 岡 県 早瀬 陽子 （陸災防門司分会） 

 

 北海道 

山本  大仏 

坪井  隆記 

 青森県 

板橋 茂治 

河村 和幸 

香月   敬 

 岩手県 

鈴木 和男 

及川 清志 

阿部 義之 

佐々木 徹 

工藤   哲 

竹花 靖志 

工藤 信彦 

久保 善伸 

下村  聡 

 宮城県 

星 留理子 

庄司 誠幸 

 山形県 

浅野 嘉昭 

大沼 敦司 

石栗 和香 

後藤 慶裕 

 福島県 

齋藤 美希 

小川   久 

森 須磨生 

薄井 茂弥 

 茨城県 

菊池 大輔 

林  祐汰 

 栃木県 

上野 健慈 

壁谷金一郎 

 群馬県 

栗原 肖之 

小此木倫一 

河原 和美 

 埼玉県 

岡田 淳史 

正田 博史 

鈴木 和夫 

河野  功 

田中 純郎 

 千葉県 

進藤 利彦 

和田 明宏 

大関 寿男 

笠松 健一 

山田 茂樹 

 東京都 

佐藤 昌弘 

中原 祐樹 

大花 輝之 

 神奈川県 

松川 友樹 

吉田 雄一 

近藤  修 

福川 賢二 

小泉 清孝 

梅田 貴憲 

 富山県 

池田 将光 

高林 一紀 

菅野  潤 

竹内  隆 

梶尾 賢一 

 石川県 

新谷 清和  

 福井県 

長谷川亜希  

 岐阜県 

児玉 真和 

佐藤 将樹 

加藤 卓磨 

鈴木 亮広 

宮田 房男 

渡邊 伸彦 

兼定 吉彦 

高橋 正樹 

 愛知県 

佐藤 一朗 

野間 俊英 

岡田 大介 

山田   俊 

鈴木 弘二 

畔瀬 泰弘 

早川 央章 

 三重県 

村田 智章 

鵜﨑 貴久 

清水 康支 

謝花  賢 

山下 哲男 

 京都府 

木﨑 良彦 

山﨑 信明 

池田 敏郎 

 大阪府 

伊藤 明夫 

岩倉  真 

米村 匡史 

阿波  崇 

赤股  茂 

手嶋  誠 

松田 守功 

矢野 孝司 

木脇 大志 

 奈良県 

三浦 正典 

本田 國光 

 鳥取県 

山口 林一 

蓑原 通洋 

 島根県 

山本 浩司 

畑   肇 

 岡山県 

宮脇   忠 

松本 信仁 

神﨑 光司 

水島 通雄 

岸本 裕二 

 広島県 

津々 敏昭 

横尾 直紀 

岡本 勝至 

大野 友靖 

 山口県 

久岡 正直 

田中  進 

 徳島県 

長田 秀幸 

西   弘 

吉本 重信 

 香川県 

三木 良太  

 愛媛県 

重木 真崇 

山崎 仁志 

脇水 健策 

森川  剛 

東野 和志 

 高知県 

米原 昭彦 

安岡  豊 

 福岡県 

上原信太郎 

鈴木 孝幸 

小松 幸弘 

 佐賀県 

原口 康弘 

杉  保政 

山口 誠治 

松隈 省三 

 長崎県 

中武 博志 

永尾 聡美 

東島  巧 

松田  登 

溝上  徹 

  熊本県 

西村 文久 

甲斐 孝利 

一原 貴博 

満島 悠太 

岩見  司 

澤田 知宏 

柴田 勝伸 

成田 貴大 

 大分県 

芦刈 大海 

尾立 浩一 

川端 雄策 

藤田 晴生 

 宮崎県 

金田美智弘 

谷口 敏夫 

黒木 秀一 

黒木 上太 

 鹿児島県 

前田 政廣 

池之  聡 

後藤 博仁 

 

 

３ 優良フォークリフト等運転者表彰（148名）（支部別） 
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  災害が発生していない職場であっても、潜在的な危険性や有害性は存在してお

り、これが放置されると、いつかは労働災害が発生する可能性があります。職場の

潜在的な危険性や有害性を見つけ出し、事前に的確な対策を講ずることが不可欠で

あり、これに応えるのがリスクアセスメントです。 

  陸災防労働災害事例生成ツールではリスクアセスメントを補完するツールとして

も活用ができます。起こりうる災害も起こった災害も、作成の要領は同じです。皆

さんの想像力を駆使して、起こりうる災害の例を作ってみましょう。 
 ※本ツールでいうリスクアセスメントは、リスクアセスメントの手法を完全に踏襲したものではな

く、リスクアセスメント手法の一部補助資料（危険性又は有害性の特定・リスク低減措置の検

討）として活用いただくことを想定しています。 

 

【事例タイトル】建物の曲がり角で、フォークリフトと人・台車が接触する 

  

【災害の概要】 

  以下のように、作業場所、作業内容等必要項目を入力してきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【起こりうる災害の状況】 

  起こりうる災害の状況を、作業の開始から災害発生までの一連の経過を記入します。 

  今回の場合は、以下のような入力となりました。 

 
 
 

 

【起こりうる災害の原因】 

  災害に至る直接の原因・間接的原因を考えられる範囲で記入します。 

【短期連載】

       災害が発生した！ 
     ～同じ過ちを繰り返さないために！～ 

        活用編その③ 「リスクアセスメント実施に活用」 

作業場所 自社倉庫内 

作業内容 荷役作業 - フォークリフト前進中（積荷） 

事故の型 激突され 

災害の起因物 フォークリフト 

被災の程度（見込みを含む） 足の骨折。休業1か月 

●フォークリフトと人・台車が接触することにより、人は負傷し、フォークリフト

及び代車の荷物が破損する。 

[直接的原因] 

●建物の曲がり角で、フォークリフトオペレーター、人、共に先にいる相手が見え

ない。 

●人と機械の動線が同一であること。 

[間接的要因] 

●お互いの危険感受性が低いこと（見えない先を予見して、一旦停止をしな

い。）。 
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【リスク低減対策】 

  危険作業そのものをなくす本質的対策、設備的な対策を施す工学的対策、従業員教育等

の管理的対策を記入します。 

  

 

 

 

 
 

 

【正しい作業手順の流れ】 

  起こりうる事故を踏まえた、新しい作業全体の流れを記入してください。 

 

 

 

 
 

 

  文字入力は以上です。入力した４つのコンテンツ毎に、画像の貼付をします。 

  （今回は誌面の都合上、災害の発生状況及び再発防止対策を例にします。） 

 

【起こりうる災害（画像登録）】 

●フォークリフトの運行経路を一方通行などに変更する（左折禁止）、又は、人や

台車の通路を建物の中に変更する 

●建物の曲がり角にガードレールを設置し、かつ、台車通行時は表示灯や警告音を

発する 

●フォークリフトが見通しの悪い曲がり角に差し掛かる際に、誘導者をつける 

●歩行者は歩行者専用通路を、フォークリフトはフォークリフト専用通行帯を走行

する 

●人やフォークリフトが通る際は、パトライトが点灯するので、人もフォークリフ

トも点灯を確認して、入口を通行する 

① ② 

③ ④ 
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【起こりうる災害の原因（画像登録）】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

【リスク低減対策（画像登録）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以上で入力作業を終了です。 

  その後、パソコン・プロジェクター等の画面上で説明する場合は「事例再現」ボタン

を、紙ベースで説明する場合は「印刷」ボタンを押してください。 

  是非、陸災防労働災害事例生成ツールを活用して、事故を未然に防ぐリスクアセスメン

ト手法を社内で取り入れてみてください！ 
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事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 斎藤運輸株式会社 25名 平成30年5月1日～令和3年4月30日 福島県

第3種 株式会社本多建設 5名 平成26年7月1日～令和3年6月30日 福島県

第3種 小山総業有限会社 12名 平成26年2月19日～令和3年2月18日 群馬県

第3種 沖藤運送株式会社本社営業所 23名 平成26年5月1日～令和3年4月30日 広島県

第3種 岡山生コン運送株式会社水島営業所 4名 平成24年7月2日～令和元年7月1日 岡山県

第4種 福良運輸株式会社本社営業所 26名 平成22年11月26日～令和2年11月25日 広島県

小企業無災害記録事業場〔令和3年9月〕

陸災防では、常時29人以下の労働者を使用する事業場の無災害記録について、表彰を行っています。
この無災害記録には、第1種から第5種までの5種類があり、第1種は3年間、第2種は5年間、第3種は7年間、第4種は
10年間、第5種は15年間の無災害を称えるものです。

●申請方法
本表彰は、会員事業場からの申請により実施しています。申請に当たっては、各都道府県支部にお申し出く
ださい。事業場の安全衛生に対する取組を応援するため、この制度をご活用ください。

令和３年度 緑十字賞を受賞 
 

 中央労働災害防止協会は、長年にわたり我が国の産業安全又は労働衛生の推進向上

に尽くし、顕著な功績が認められた方々に贈る「緑十字賞」の令和３年度受賞者を決

定しました。 

 当協会関係者では、次の方々が受賞されます。心からお祝いを申し上げます。 

（敬称略） 

 

 産業安全及び労働衛生 

 木村英敬 
  陸上貨物運送事業労働災害防止協会 前青森県支部長 

 

 

 産業安全及び労働衛生 

 小林幹愛 
  陸上貨物運送事業労働災害防止協会 前茨城県支部長 

 

 
 産業安全及び労働衛生 

 畑山康幸 
  陸上貨物運送事業労働災害防止協会 福岡県支部前事務局長 
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【厚生労働省】 

トラック運転者を使用する事業場に対する令和２年の監
督指導、送検の状況について 

はじめに             

厚生労働省では、全国の労働局や労働基

準監督署が、令和2年にトラック、バス、タ

クシーなどの自動車運転者を使用する事業

場に対して行った監督指導や送検等の状況

を取りまとめました。 

この取りまとめの中から、トラックの自

動車運転者を使用する事業場に対して行わ

れた監督指導や送検の状況について紹介し

ます。 

 

１ 監督指導の状況 

 ⑴ 労働基準関係法令の主な違反内容 
※表中の（）内は、監督実施事業場数に対する違

反率。以下同じ。 
 
 
 

 

 ⑵ 改善基準告示の主な違反内容 

 

 

 

 

 

⑶ 過去3年間の監督指導状況 

 ⑷ 監督指導の事例 

監督実施事業場数 2,780 

労働基準関係法令 
違反事業場数 

2,263 

(81.4%) 

監督実施事業場数 2,780 

改善基準告示 
違反事業場数 

1,563 

(56.2%) 

  令和2年 31年･元年 平成30年 

監督実施 
事業場数 

2,780 3,222 5,109 

労働基準関係法令 
違反事業場数 

2,263 2,672 4,271 

改善基準告示 

違反事業場数 
1,563 1,940 3,419 
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（参考）トラック運転者に係る改善基準告示 

・1か月の総拘束時間：原則293時間以内

（労使協定締結の場合、320時間以内） 

・1日の最大拘束時間：13時間以内を基本

とし、延長する場合であっても16時間

以内 

・休息期間：勤務終了後、継続8時間以上 

・最大運転時間：2日平均で1日当たり9時

間、2週平均で1週間当たり44時間を超

えない 

 

２ 送検状況                

⑴ 平成30年から令和2年までの3年間にお

いて重大・悪質な労働基準関係法令違反

が認められた事案として、労働基準監督

機関が送検した件数 

⑵ 送検事例 

＜事例１＞ 

 

＜事例２＞ 

 

３ 国土交通省との連携          

⑴ 地方運輸機関との相互通報 

自動車運送事業に従事する自動車運

転者の労働条件の改善を図るため、労

働基準監督機関と地方運輸機関が、そ

の監督等の結果（改善基準告示違反

等）を相互に通報しています。 

令和2年 31年・元年 平成30年 

46 38 42 
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【相互通報制度の実施状況（過去3年間）】  

 

 

 

 

 

 
 

⑵ 地方運輸機関との合同監督・監査 

自動車運転者の労働時間等の労働条件

の確保・改善を図るため、労働基準監督機

関と地方運輸機関が連携して、合同で監

督・監査を行うことにより、効果的な指導

を行っています。 

【合同監督・監査の実施状況（過去3年間）】 

 

 

 

４ 厚生労働省の取組           

厚生労働省では、引き続き、自動車運転者

を使用する事業場に対し、労働基準関係法令

などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令

違反の疑いがある事業場に対しては監督指導

を実施するなど、自動車運転者の適正な労働

条件の確保に取り組んでいきます。 

また、度重なる指導にもかかわらず法令違反

を是正しないなど重大・悪質な事案に対して

は、送検を行うなど厳正に対応していきます。 

【厚生労働省】 

    長時間労働が疑われる事業場に対する 
    令和２年度の監督指導結果について 

 厚生労働省では、このたび、令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監

督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめました。 

 この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると

考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業

場を対象としています。 

 対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場（37.0％）で違法な時間外労働を確認したた

め、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える

時間外・休日労働が認められた事業場は、2,982事業場（違法な時間外労働があったもののうち

33.5％）でした。 

 厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過

重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公表内容の詳細につきましては、次のURLからご覧ください（厚生労働省ホームページ）。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20409.html 

【令和２年４月から令和３年３月までの監督指導結果のポイント】 

⑴ 監督指導の実施事業場：24,042事業場 

⑵ 主な違反内容［⑴のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］ 

 ① 違法な時間外労働があったもの：8,904事業場（37.0％） 

 ② 賃金不払残業があったもの：1,551事業場（6.5％） 

 ③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：4,628事業場（19.2％） 

⑶ 主な健康障害防止に関する指導の状況 

 ［⑴のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］ 

① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの 

  ：9,676事業場（40.2％） 

② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの：4,301事業場（17.9％） 

  令和2年 31年･元年 平成30年 

労働基準監督

機関から通報

した件数 
459 692 1,063 

労働基準監督

機関が通報を

受けた件数 
426 527 539 

令和2年 31年･元年 平成30年 

82 109 99 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20409.html
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（第10回）

テーマ ｢「3密防止」でモヤモヤ・ストレス発生！ 
    物理的距離はこころの距離に相関｣

【連載】      

精神科医 夏目 誠 

 

スキンシップ、おしゃべりできないストレス 
 新型コロナ禍の第5波。またもや緊急事態宣言。多くの人はワクチン接種と感染予防で対処して

います。中でも「3密（密閉・密集・密接）防止」が重視されている。しかしそれにより、大切なものが
機能しなくなりました。2つあります。スキンシップと親密な会話が減少！！可愛い子どもを抱きし
め、ハグするスキンシップができない。飲みュニケーションや女性の豪華ランチ・おしゃべり発散も
駄目になり、モヤモヤが溜まります。 

メンタル系産業医として多くの企業に関与している立場から、新たな状況がもたらすストレスに
ついて、メンタル相談から得られた内容を、私と営業課長（44歳、男性）、企画係長（33歳、男性）、
女子社員（29歳）の4者による対話方式で、紹介します。 
 

客に会えないなんて 
営業課長：先生、仕事って、打ち合わせがキモなんです。1.5メートルくらいの距離にならざるを得

ない。顧客や部下との打ち合わせができなくなったんです。 
産業医  ：図に人間関係の親密度と距離を示しました。重要なのは「物理的距離は心理的距離

に比例する」ことです。例えば「あなたと相手」の距離が1メートルと、3メートルでは親し
さが違います。近さが親密性なのですね。 

       エドワード・ホールの学説によれば親子なら0.5メートル以内で、手が触れ合う距離で
す。職場関係なら約1.3から3.6メートル距離。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

企画係長：営業担当者から困ったという訴えが多い。営業って訪問が第一歩。会うことから始まり、
何回も通い、親密感を醸し出します。距離も1.8メートルくらいに。やっと商談ができま
す。 

女子社員：好きなおしゃべりが‥‥。それで意見うや情報交換や発散をしています。それができ
ずにツライ！ 

 

オンライン会議はセレモニーだ！ 
営業課長：会議で案を出し、検討。良い案なら、さらに突っ込んでいく。そのやり取りで相互理解が

 

図 心理的距離と関係性：物理的距離に比例しやすい

（心理的距離の分類はアメリカの文化人類学者
であるエドワード・ホールによる）

親子、夫婦など（密接距離）

友人など（個体距離）

営業、職場での会話（夏目の考え）

大人の付き合い（社会距離）

警戒する場合

0.5m以内

1.2m位まで

1.8ｍくらい

3.6m位まで

４.0m以上
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深まる。ところがオンライン会議では建前でしか話せない。 

企画係長：セレモニーにしか、ならない。 

営業課長：突っ込んだ話ができないからね。 

女子社員：ロッカーなどで、おしゃべりしても以前のように、“ここだけ”の話ができません。盛り上が

りませんね‥‥ 

新規開拓ができない… 
営業課長：顧客の新規開拓ができていない。コロナ騒動でズーッと数字はゼロ。ゼロ更新です。こ

れから、どうなるんだって不安がたかまるばかりで。 

産業医  ：そうなると電話か？ 

営業課長：先生、電話って相手の顔や表情が見えません。反応がわからない。 

企画係長：新規開拓はできない。やめました。 

女子社員：ひそひそ話が社内でできなくなってから、スマホでのやり取りが増えている。 
 

女子会も中止、発散できない！！  
営業課長：先生、居酒屋で食べ、酒を酌み交わし、だんだんワイワイガヤガヤになって。その過程

で“チーム一体ムード”が醸し出されます。お互いの距離もグッと近くなるんだ。 

産業医  ：そうか。 

企画係長：私も経験がありますが、このような過程を経て同僚が仲間に、そして営業チームの一員

になるんです。 

営業課長：今は、それが全くできない。ワイワイガヤガヤで、やる気ムードが出たんだが… 

産業医  ：悩みは深いね。 

女子社員：女子会ができないのがツライ。盛り上がり、言いたいことを言える雰囲気が良かったの

にね。 

産業医  ：わかる。 

女子社員：女子会は意見交換の場であり、情報も入ったのに、ツラいよ。 

 

コロナ感染予防のための「3密」防止により、新たに生じたストレスの報告です。対人関係の親密

度は、物理的距離に比例。家族が最も近く、次いで個人のプライベート空間、社会的距離の順に

なります。 

職場では「身近な人」との距離（1.8メートルくらいと推測します）がポイント。「2メートル以上の距

離が必要」との自粛要請により、それが難しくなったの。身近な仲間と語らう、話すことによる発散も

できない。ツライ、新たなストレスです。 

 最後に「マコトの一言」で締めさせてもらいます。 

 

マコトの一言

感染予防に「3密」防

止は大切。しかしス
キンシップや親密

会話ができず
モヤモヤ‥

モヤモヤストレス、
対処を模索中

簡易運動て発散

秋吉｜夏目
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【連載Ⅱ】事故事例を自分の現場の情報源とするために 

  解説!「労働災害の『事故の型・起因物』」  

 

 

 この連載、「事故事例を自分の現場の情報源

とするために」と、「事故の型」とそれに付随し

て「起因物」について解説して参りました。こ

こで更にその余禄としてもう暫く関係する指

標についてその活用といったところに触れて

参ります。 

◆災害率の算定◆ 

 災害発生状況を示す場合に、最も容易に得ら

れる尺度として災害率の算定が行われている

ことはすでにご承知のところでしょう。 

それぞれ改めて整理しておきます。 

■年千人率 

 年千人率は、1年間に労働者1,000人当たりに

発生する死傷者数を示します。 

       年間死傷者数  

      年間平均労働者数 

 このように年千人率は、在籍労働者1,000人

あたり年間でどのくらい死傷者が発生してい

るかの割合ですから、労働時間数や労働日数に

変動が多い事業場には不向きですが、算出が容

易で分かり易いのが長所です。 

 平成元年以降の年千人率を見てみると、陸上

貨物運送業もかねては度数率が10を超えてい

ましたが漸次小さくなり続け、概ね8台を推移

しています。令和元年数値では8.5です。全産業

で概ね2の前半を、製造業では2の後半で推移し

ていますし、建設業でもここ数年は4.5～4.6で

す。陸運業における死傷者の割合が高いことが

判ります。 

■度数率 

 度数率とは、労働時間100万時間当たりに発

生した死傷者数を示しています。労働時間が反

映されるのでより正確な災害発生率を把握す

ることができます。ここでの死傷者数は、休業

1日以上及び身体の一部又は機能を失う労働災

害に限定して算出されています。 

       死傷者数   

     延実労働時間数 

 年間で2,000労働時間とすると、度数率が

1.00は500人規模の事業場で1人死傷している、

そんな状況となります。 

 ※年千人率と度数率との換算 

  年千人率と度数率とは基準が異なりま

すから、正確に換算することはできません

が、目安としては次式で算定します。 

   年千人率＝度数率×1.8 

   度数率＝年千人率÷1.8 

 発表されている「一般貨物自動車運送業」で

は令和元年の度数率は4.06です。平成元年以降

2の中旬値から4の前半値までの増減幅で高下

しますが、ここ2・3年は4を上回ったところで高

止まりです。全産業が1.6から1.8を、建設業が

0.6から0.9の間を推移しているなか、やはり災

害頻度が高いことを表しています。 

■強度率 

 強度率は、延実労働時間1,000時間当たりの

労働損失日数を示しています。 

     延労働損失日数 

     延実労働時間数 

 延実労働損失日数は、休業日数×300÷365で

す。死亡は一律7,500日、身体障害を伴うもの

は、同程度の災害には同じ損失があるものと仮

定して、身体障害等級1～3級は7,500日、４～14

級では各身体障害等級に応じて5,500日（4級）

～50日（14級）まで、段階的な労働損失日数が

定まっています。 

 強度率が0.1は、500人規模事業場で100日の

労働損失日数のある労働災害が発生している

ことになります。 

 強度率は1,000延労働時間当たり労働災害が

起こったことでどの程度の労働損失があった

のかの割合を求めていますので、これを知るこ

とで労働災害がどの程度の重さで起こったの

かが明確になります。 

 一般貨物自動車運送業の平成元年の強度率

が0.71であったものが、令和元年では0.10と大

きく減少しています。死亡災害の発生件数が順

調に減少していることがこの数値にも表れて

いるものと窺われます。 

◆労働災害統計の活用の勧め◆ 

 これらデータは、所定労働時間の長短や時間

外労働の増減、災害の軽重などが反映されたも

のですから、自社の安全水準を客観的に比較す

るための指標として活用することができます。 

 このあたり、もう少し詳しく次回で触れてい

きます。 

年千人率＝ ×1,000 ×1,000 強度率＝ 

度数率＝ ×1,000,000 
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⑶ 接触の防止について 

   工場、倉庫建屋内や資材置場など様々な場

所においてトラックから原料、製品等の積卸しを

するため、フォークリフト等を用いた作業が行わ

れ、これらの荷役作業が行われている近くを当

該作業に関わりのない労働者が歩行している

などの状況が多くみられます。安衛則では車両

系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、

当該機械等と労働者との接触による危険防止

を確実に図ることが必要となります。 

 

   〇月×日、運送会社Ａの労働者Ｂは、大型ト

ラック(バン車)を運転して、元請構内にある所定

(屋外)駐車場に停車した。その後、労働者Ｂは

工場内の製品置場から停車したトラックに製品

を積み込むため、フォークリフトを用いて工場建

屋内に設けられた幅約3ⅿの通行エリアを利用

し運搬作業を開始した。 

   労働者Ｂはフォー

クリフトを運転して、

製品の積まれたパ

レ ッ ト の 差 込 口 に

フォークを差し、走行

部分(帯)を前進で走

行していたところ、書

類等を担当部署に

届けるために同じ方

角へ通行エリアの歩

行部分(幅70～80㎝)を歩いていた労働者Cの

直近を通過しようとした際、パレット上に積まれ

た製品の一端が労働者Cに接触し、その弾みで

労働者Cは転倒し被災した。 

   通行エリアは機械設備等との間に設けられ

ていたもので、フォークリフト等の走行部分と歩

行者の歩行部分は、白線が引かれ、色別で区

画されたもので、バリケート等は設置されていな

かった。また、通行エリアの一部には加工された

材料等の一端がはみ出して置かれていた箇所

も見られた。 

 

   車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う

ときには、運転中の当該機械等あるいはその荷

と接触する危険性のある個所には労働者を立

ち入らせてはならないことが定められています。 

   本災害事例については、安衛則上の適用を

検討するに、「幅約3ⅿの通行エリアの走行部分

を前進で走行していたとき、同じ方角へ通行エ

リアの歩行部分を歩いていた労働者Cの直近

を通過しようとした際、パレット上に積まれた製

品の一端が労働者Cに接触し、その弾みで転

倒して被災した。」という状況からみて、走行部

分の幅は約2.2～2.3ⅿしか確保されず、フォー

クリフトと歩行者が並行したときは近接した状況

が生じていたこと。また、走行部分と歩行部分

は、色別で区画されただけで、境界部に堅固

な柵、バリケードなどは設けられておらず、さら

に、通行エリアの一部には原材料などが置か

れて歩行するには厳しい狭隘な場所も見られ

ていた。 

   これらのことから、フォークリフト等が構内の

通行エリアを走行するとき、労働者と当該機械

等との接触の危険性が生じていたにも関わら

ず、誘導者も配置せずに労働者を立ち入らせ

ていたことが認められるので、安衛則第151条

の7第1項が適用されると考えられます。なお、

誘導者を配置する場合は、あらかじめ一定の

合図を定めておく必要があります。 

 

  次号は、車両系荷役運搬機械等を移送する場

合、トラック等への積卸しを行う際の安全を図るため

の措置について説明します。 

【連載】 安全衛生水準向上にお役立てください！ 

災害事例に学ぶ「労働安全衛生関係法令」 

災害事例 

安衛則の適用 

第5回 

安衛則第151条の7 (接触の防止) 

1 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作

業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械

等又はその荷に接触することにより労働者に危

険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入

らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その

者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させる

ときは、この限りでない。 

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同

項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければ

ならない。 
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【受講料無料】荷役ガイドラインに準じる講習会     

荷役災害防止担当者教育講習会(荷主向け)のご案内 

陸上貨物運送事業の労働災害の70％は、ト

ラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業

中に発生しています。さらにその70％は荷主

等（荷主、配送先、元請事業者等）の事業場で

発生しています。このため、厚生労働省では陸

運業の荷役災害を防止するため、平成25年3月

に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対

策ガイドライン」（以下「荷役ガイドライン」と

いいます。）を策定し、陸運事業者と荷主等が

連携したそれぞれの取組事項を示しました。 

この荷役ガイドラインでは、陸運事業者及び

荷主等それぞれに、荷役災害防止の担当者をお

くとともに、荷役災害防止に必要な安全衛生教

育を実施することを求めています。 

本年度、当協会で

は、厚生労働省の補助

事業として、「荷主等

の荷役災害防止担当

者」に対する安全衛生

教育の講習会を全国47

か所で開催いたしま

す。受講料は無料です。 

荷主等の企業の皆さまの積極的なご参加をお

願いいたします。 

講習会への参加を希望される方は、下記の開

催地の陸災防支部にお申し出いただくようお願

いいたします。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。 
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高年齢労働者に配慮した陸運業のための 
労働災害防止対策セミナー（受講料:無料） 

昨今、高年齢労働者の就労が一層進んでおり、60歳以上の労働災害も増加傾向にあります。こ

の現状を受け、厚生労働省では、令和2年3月に「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）」を策定しました。このセミナーでは、高年齢者の

災害の現状、行動特性、災害事例などを紹介し、陸運業において高齢者の労働災害防止対策をど

のように進めていくかを提案します。 

また、本セミナーでは、「交通労働災害防止のためのガイドライン」及び「荷役作業安全ガイ

ドライン」で高年齢者に配慮する事項についても解説します。多数の皆さまのご参加をお待ちし

ております。 
  

｢高年齢労働者に配慮した陸運業のための労働災害防止対策セミナー｣のご案内 
 内 容 高年齢労働者の労働災害防止対策について 

 定 員 約50名(先着順)  

 参加費  無料 

 申込方法  陸災防都道府県支部へご連絡ください。 
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【厚生労働省からのお知らせ】 

地域別最低賃金額が改定されました 
 ● 令和3年度の地域別最低賃金額の改定については、全ての都道府県において、令和3年

10月1日から順次発効されます。 

 ● 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。 

 ● 最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にか

かわらず、すべての労働者に適用されます。 

 ● 仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃

金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。 

 ● 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金（上限50万円）が科せら

れる場合があります。 

 ● 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 詳細につきましては、次のURLからご覧ください（最低賃金制度特設サイト）。 

https://pc.saiteichingin.info/ 

https://pc.saiteichingin.info/
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 労働災害は思いもかけない状態で発生する。例とし

て、荷役作業における役割分担の内容や付随する安

全対策を現場の作業員に正確に把握・理解させてい

ないため、慣習に基づき、いつものように作業を行った

結果、加害者として労災を引き起こすことがある。 

 

１ 事業の種類：製造業(A工業)従業員40名 

２ 発生日時・場所：4月 10時半頃 

               配送先（A工業）構内 

３ 被災者：A工業従業員 40代 経験 15年 

４ 傷病の程度：重症 

５ 災害発生状況 

 トラック運転者は、元請運送会社からの依頼を受け、

貨物（部品取り用の製造ラインの一部）2基をB製作所

でウイング車に積込みA工業へ輸送した。貨物の1基

あたりの大きさと重さはＬ3ⅿ×Ｗ80㎝×Ｈ1.2ⅿ－Ｗ

Ｔ300㎏、荷姿は4本脚のテーブル状で各脚には移動

用のストッパーの無い鉄製の自在の車輪（φ150㎜）が

付いていた。 

 トラック運転者はB製作所でフォークリフトを使用し

て貨物を積んでもらい、手で押して荷台に2基並べ2

基まとめて貨物の前側と後ろ側でベルトラッシングを

使用して、貨物を上から押さえる形で固縛した。車輪

付きの貨物であったが、積込み現場では転がり止め

の指示はなく、トラック運転者も転がり止めの設置を

意識しなかった。 

 A工業に到着後、水勾配のある所定の荷卸し場で

トラック運転者がウイングを開けると、上から押さえた

固縛だけの貨物は、輸送中に動き、荷台の上で斜め

になっていた。トラック運転手が開けたウイングの反

対側の固縛を外し始めると、フォークリフトで荷卸しを

行うA工業従業員（被災者）が、開けられたウイング

側の地上から固縛外しの手伝いを始めた。トラック運

転者は貨物が動いていたことが気になったが特に考

えもせず、手伝ってもらっている固縛外しの作業の継

続に集中していた。 

 固縛を全て外し終わり、トラック運転者が荷台上で

後ろ向きにベルトラッシングの片付けをしていたとこ

ろ、大きな音がしたので振り返ると貨物が転がり落ち

て転倒していて、A工業従業員（被災者）は落ちて倒

れてきた貨物に右足を挟まれていた。 

６ 推測される被災時の状況、行動及び心理等 

 ⑴ A工業従業員（被災者） 

   ・A工業での荷役作業は「車上渡し」の条件であっ

たが、作業をスムーズに行うため地上からの固縛

解きを手伝うことが多かった。今回もいつものよう

に手伝いをしたが、荷の状態が安全であるか確

認しなかった。 

 ⑵ トラック運転者 

   ・ストッパーの無い車輪付きの貨物に対しては転

がり止めが必要であるとの知識はあったが、現場

で特に指示もなく、部品取り用で新品の貨物でも

ないので、転がり止めを意識しなかった。 

   ・到着後、貨物が荷台上で移動していて気には

なったが、被災者が固縛外しの作業を手伝って

くれていたので、そちらに集中していた。 

   ・貨物が輸送中に移動していたことを、被災者に

伝え注意を促さなかった。 

   ・A工業、B製作所とも初めての荷主で、特に役割

分担を気にせずに作業した。 

 ⑶ 被災の状況 

   ・固縛が外れた貨物が動き始め、とっさに逃げたが、

落下後に倒れてきた貨物を避けきれなかった。 

７ 原因 

 ⑴ 物の不安定な状態 

   ・車輪付きの貨物に転がり止めをしなかった。 

   ・荷卸し場の水勾配により荷台が傾いていた。 

   ・荷台の上で移動していた異常な状態であったの

に、固縛を全部外してしまった。 

 ⑵ 人の不安定な行動 

   ・「車上渡し」の条件であるのに、固縛外しの手伝

いを行った。 

   ・貨物の状態が安全であるか確認が不十分の状

態で固縛外しを手伝った。 

   ・荷台上の貨物が輸送中に動き、異常な状態で

あったのに認識せず、被災者に注意を促さな

かった。 

   ・「車上渡し」の条件であるのに、唯々諾々と固縛

外しを手伝ってもらった。 

 ⑶ 管理面での不安全な要因 

   ・「車上渡し」の条件であるのに、固縛外しを手

伝っていることを黙認していた。 

   ・固縛外しを手伝うにあたり、異常な状態と安全の

確認に関する教育をしていなかった。 

   ・指示がなくても、安全のために実施すべきことが

現場でできていなかった。 

   ・貨物についての情報の有無は不明だが、トラッ

ク運転者には伝わっていなかった。 

８ まとめ 

  荷主等は、「トラック運転者にさせること、させないこ

と」を現場の作業員が理解し作業していることを確認

しているか。 

  運送会社は、「運転者がすること、すべきでないこ

と」をトラック運転者に教育し現場で実施できている

ことを確認しているか。 

  荷主等との共同作業になることが多い荷役作業で

は、指示する側と従う側を明確にしたうえで、各々の

立場ですべきこと、すべきでないことについて、現場

で実践できるような教育、訓練、確認、再認識教育が

より一層求められます。 

荷主従業員との荷役作業中の労働災害 
  災害事例 

   と 
その対策 
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資料出所：厚生労働省 

令和3年9月7日現在 

業種、事故の型別死亡災害発生状況 （令和３年1月～８月） 

(注） 上記2表の右端の列の「その他」は、「墜落・転落」～「交通事故（その他）」以外をまとめたもの 
詳細は、陸災防ホームページhttp://www.rikusai.or.jpに掲載 

令和3年9月7日現在  

業種、事故の型別死傷災害発生状況 （令和３年1月～８月） 
令和3年9月7日現在  

[死亡災害] 

  死亡災害は前月から7人増加し54人（前年同月比+9人）となった。事故の型別で見ると、「交通事

故（道路）」が26人で、前年同月比+8人と死亡災害の中で最も多く発生しており、その割合は48.1％

と約半数を占めている。次いで「墜落・転落」が10人（前年同月比−1人）と続いている。 

[死傷災害] 

  死傷災害は前月から1,381人増加し9,612人（前年同月比+623人）となった。事故の型別の状況を前

年同月の状況と比較すると、「転倒」+228人、「墜落・転落」+159人、「動作の反動・無理な動作」

+106人が大きく増加しており、「はさまれ・巻き込まれ」−22人、「高温・低温物との接触」−21人が

減少している。荷役作業に関連する災害が継続して増加している現状にある。 

業種別労働災害発生状況 (令和3年速報) 

死亡者数 構成比 死亡者数 構成比 増減数 増減率 死傷者数 構成比 死傷者数 構成比 増減数 増減率

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

全 産 業 465 100.0 442 100.0 23 5.2 84,713 100.0 68,870 100.0 15,843 23.0

製 造 業 87 18.7 72 16.3 15 20.8 16,067 19.0 14,347 20.8 1,720 12.0

鉱 業 7 1.5 3 0.7 4 133.3 132 0.2 112 0.2 20 17.9

建 設 業 155 33.3 154 34.8 1 0.6 9,032 10.7 8,311 12.1 721 8.7

交通運輸事業 10 2.2 6 1.4 4 66.7 1,619 1.9 1,564 2.3 55 3.5

陸上貨物運送事業 54 11.6 45 10.2 9 20.0 9,612 11.3 8,989 13.1 623 6.9

港 湾 運 送業 1 0.2 2 0.5 -1 -50.0 214 0.3 198 0.3 16 8.1

林 業 21 4.5 24 5.4 -3 -12.5 723 0.9 766 1.1 -43 -5.6

農業、畜産・水産業 21 4.5 20 4.5 1 5.0 1,738 2.1 1,679 2.4 59 3.5

第 三 次 産業 109 23.4 116 26.2 -7 -6.0 45,576 53.8 32,904 47.8 12,672 38.5

令和3年１月～8月 令和2年１月～8月

[速報値]
前年比較

[速報値]

死亡 死傷

[速報値] [速報値]
前年比較

令和3年１月～8月 令和2年１月～8月

合計 墜落・転落 転倒 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

その他

全 産 業 465 121 11 24 21 45 84 80 4 75

製 造 業 87 13 2 7 1 7 35 6 0 16

建 設 業 155 63 2 8 15 12 16 13 1 25

交 通 運 輸 事 業 10 1 2 0 0 0 0 3 0 4

そ の 他 159 34 5 4 3 21 28 32 3 29

陸上貨物運送事業 54 10 0 5 2 5 5 26 0 1

同上対前年増減 9 -1 0 4 -1 5 -3 8 -1 -2

合計 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

動作の反動・

無理な動作
その他

陸上貨物運送事業 9,612 2,687 1,711 707 413 266 451 919 476 5 1,673 304

同 上 対 前 年 増 減 623 159 228 12 24 2 20 -22 82 -6 106 18
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陸運業 死亡災害の概要(令和３年８月) 令和3年9月7日現在 
陸災防調べ 

(注） 後日、内容については、削除又は記載内容を修正する場合があります。 
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陸災防広報誌をEメールでお届けします。 
ご登録は、陸災防ホームページからの登録またはファックスするだけです。 

FAX 
登録方法 

次の登録申込書に必要事項をご記入ください。 

申込書をこのままFAXしてください(FAX番号 03-3453-7561)。  STEP２ 

STEP１ 

陸災防の広報誌 お届け先 登録申込書     FAX ０３－３４５３－７５６１ 

事業場名または 

個人名 
  

都道府県   陸災防 会員の別 
□会員  □非会員 

(賛助会員含む) 

電話番号   ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

(注) 次のURLから「陸運と安全衛生」配信規約をご覧ください。https://fofa.jp/rikusai/a.p/101/ 
登録完了のメールをお送ります。もし、届かない場合は下記の「お問い合せ先」までご連絡ください。 
お申込みいただいたメールアドレス等の情報は、広報誌や陸災防からの情報をご提供する目的のみに利用させ

ていただきます。なお、会員の確認等のため、陸災防支部に登録情報を提供することがあります。 

 
広報誌のご案内 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会（陸災防）の広報誌 

｢陸運と安全衛生｣のご案内 

お届けする広報誌の内容 

陸災防の広報誌「陸運と安全衛生」を毎月10日にお届けします。 

 陸災防会員事業場の安全衛生活動内容の紹介、災害事例などを掲載しています。 

安全と健康に関する様々な情報（厚生労働省情報など）をお届けします。 

検定、研修会、講座の開催をご案内します。 

 
このサービスは、陸災防の広報誌「陸運と安全衛生」を E メールにて

お届けするものです。登録料、購読料などは不要です。 
ご登録いただいていない皆様、安全衛生情報源としてぜひご活用くだ

さい。 
また、ご登録済みの方は、同僚、取引先の皆様へ広報誌をご紹介くだ

さい。 

お問い合わせ先 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 本部 業務部 広報課 

TEL 03-3455-3857 FAX 03-3453-7561 


