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はじめに 

昨年 11月の「第 48回全国陸上貨物運送事業

労働災害防止大会」におきまして「優良賞」を

受賞できましたことは、望外の喜びであります。

指導いただきました、陸災防岐阜県支部様並び

に岐阜県トラック協会様に対し社員一同心より

感謝申し上げます。 

 弊社は、岐阜県中津川市において一般貨物自

動車運送事業を営んでおります。当初は、輸送

部門として一般貨物の輸送業務を行っていまし

たが、廃棄物処理部門の業務の進展に伴い、現

在は一般貨物の輸送部門は縮小しております。

この他に、水処理施設の維持管理部門をおいて

おります。 

 現在、収集運搬のための車両が 20台(パッカ

ー車及びバキューム車)、特殊車両７台(ダンプ、

クレーン付トラック、トラック)計 27台で運行

しております。 

 弊社の初代社長の定めた社訓には、「安全確

認」、「親切丁寧」、「協力一致」とあります。 

弊社の仕事柄、車両の運行は、狭い路地ある

いは幅員のない細い道路、山間部では畦道等神

経を使う運転をしなければなりません。また、

個人の家庭を訪れ作業をすることが多いので車

両の安全確認は必須であります。そのため、車

両の運行の特長としては、収集作業の時間が多

く、運行距離は比較的少ないということがあり

事故の発生率は他社に比べて低いかもしれませ

ん。しかし、経費の節減は会社経営にとって重

要であり、その最有効な手段は、事故を減らす

ことであります。 

そのために以下に述べる種々な施策を行って

来ましたがそれを行うキッカケになったのは、

ドライビングアナライザーの導入でした。不注

意運転をするとカードのデータをパソコンに読

み込ませる時、プリンターが記録を印字するの

で社員皆に判ってしまうのでした。このため皆

が運転により注意するようになり、目に見えて

事故が「減り」ました。以後バックモニター及

びドライブレコーダーの導入等を行い、社訓を

守り「安全確認」に努め現在に至っております。 

安全衛生への取組 

基本的には、施設清掃課・施設課の 2課にな

っています。その中でそれぞれが安全衛生管理

の計画を作成し、業務を遂行しています。 

⑴ ハード面では、全車両にデジタコ・ドライ

ブレコーダを導入しています。 

運行後、デジタコ等のデータを運行管理者及

び車両統括部長の 2人にて速度超過・急発進・

急減速・連続運転の有無の確認を行っています。 

その中で、問題のある方については「個人面

談」を行い指導しています。 

⑵ アルコール検知器の導入 

出庫時・帰社時には運行管理者によって対面

点呼を実施し、アルコール検知について運転手

はもちろんのこと、助手についても運転手同様

に実施しております。 

⑶ 運転記録証明書によるプライベート時の

違反について 

毎年、11月に運転記録証明書を取り寄せ、業

務中は勿論のこと、プライベートの時間での違
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安全快適な職場をめざして 
東清株式会社 代表取締役 吉村 敏博 (岐阜県支部) 
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反行為等を会社に無報告の者には個人「面談」

を行い指導しています。 

尚、一年間無事故・無違反者（プライベート

時間含む）には、社長より労をねぎらい「報奨」

の品を授与しています。 

⑷ 運転者適性診断の実施 

毎年、岐阜県トラック協会恵那支部より、適

性診断機を借り受け実施しています。 

適性診断受診終了後、指導要領に基づき部長･

運行管理者が当事者と個人面談を実施していま

す。長所・短所をお互いに話し合い、良い所は

「褒め」、悪い所は「注意」し、当人が理解でき

るように指導しています。 

⑸ 交通安全法令講習会 

 毎年秋に岐阜県トラック協会恵那支部主催に

より地元警察署の交通課長を講師に招き実施さ

れる「交通安全法令講習会」には、社長以下全

社員が出席します。道路交通法の改正点、事故

時の怖さ、また、安全運転の大切さ等を学んで

います。 

⑹ 事故防止委員会の開催 

毎月、月末に常務を筆頭に部長・運行管理者・

課長・係長を委員としその月に発生した、事故

及びヒヤリハット等を他山の石として自社に置

き換え、事故の分析を行い事故防止に「努めて」

います（写真 1）。 

 
写真 1 事故防止委員会 

 

また、交通安全運動期間中は、事務所入り口

に看板を立て社員及び来社のお客様にも周知し

交通安全運動に取り組んでいます。 

⑺ 外部講師による教育 

年に 5回、外部より「接客マナー・挨拶・5S」

等各分野の講師を招き当社のサービスが更にア

ップするように、全社員を対象に行っています。 

⑻ 社員健康管理対策 

弊社では、健康増進のため、毎朝礼時に全員

で、ラジオ体操を創業以来欠かすことなく続け

ています（写真 2）。 

 

写真 2 全員でのラジオ体操 
 

 
朝礼での指差し確認 

 

また、年 1回の定期健康診断(半日人間ドッ

ク)を実施しその中で、要再検査者については病

院での再検査を業務扱いとして受診してもらい

ます。また、月に１回、朝礼時に産業医より健

康指導をしてもらっています。 

その他、メンタルヘルスにも重点を置き、希

望により臨床心理士による相談会を月 2回開催

しています。家庭での悩みごとを臨床心理士に

相談し、指導受けることで、明るく業務につい

ていただける環境作りに取り組んでいます。 

終わりに 

これからも弊社の社訓「安全確認」、「親切丁

寧」、「協力一致」を常に頭に置き、「交通・労

災事故」ゼロを目指し、今回の名誉ある「賞」

を糧に精進してまいります。 

最後になりましたが、陸上貨物運送事業労働

災害防止協会様をはじめ、岐阜県トラック協会

様、関係各位の皆様方には今後とも御指導、御

鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。
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平成 19 年の「進歩賞」受賞に続き、昨年 11

月那覇市にて開催された「第 48回全国陸上貨物

運送事業労働災害防止大会」におきまして「優

良賞」を受賞いたしました。 

これもひとえに陸上貨物運送事業労働災害防

止協会東京都支部様並びに東京都トラック協会

江戸川支部様、更には各関係団体様のご指導ご

支援の賜物と心から感謝申し上げます。 

 弊社は東京の東の端に位置する江戸川区で、

昭和 46年 11月に先代が大手荷主様より 2ｔ車 1

台から創業。私で 2代目です。 

首都高速道路と主要幹線道路が交差する交通

の要所となる場所に位置しており、都内でも 1、

2 を争う運送業が盛んな地域で、同業他社との

しのぎを削りながら現在では 2ｔ・4ｔ車を中心

に 50台ほどを保有し、首都圏全域へ配達をして

おります。 

平成 24年 10月には産業廃棄物収集運搬業の

許認可を受け、更なる事業の拡大へと進めてい

るところであります。 

【安全衛生への取組】 

 先にも述べたように、運送業激戦地の中でい

かにして他社との競争に勝ち残れるかと考えた

とき、まずは車を運転するものとしての基本で

ある「安全運転・無事故・無違反」を遵守し取

り組むことによって、お取引先様はもちろん社

会全体から安心・信頼を得ることではないかと

の考えから、7 年前より安全衛生会議を開催し

活動しています。 

⑴ 安全衛生会議 

 毎月 1回安全衛生会議を開催、各担当部署の

責任者を中心に職場内における転倒事故や怪我

の防止、配達先現場での事故防止対策を議論し

合い、問題点を協議し改善に取り組んでいます。 

また、事故や違反があった場合は当事者と各

班長ドライバーを交えてディスカッションを行

い、当時の状況を振り返り、今後の注意点や安

全への意識を高めています。 

また年 2回、お取引先様との安全対策会議を

実施し、荷受作業や配達現場でのリスクアセス

メントを協議しその都度改善しています。 

⑵ 安全運転講習会 

 2 年に 1 回全社員参加で、三井住友海上火災

保険様より講師をお招きして、交通事故防止の

ための講習会を開催しています。 

我が社の事故の傾向と対策を、ビデオとＫＭ

式安全運転助言検査※を活用しながらご指導い

ただいております。 

※… 認知・反応時間の突発的な遅延傾向と先

急ぎ傾向の強さを検査し、その結果に応じ

て助言を行う運転適性診断。 

また、年 1回東京都トラック協会江戸川支部

様主催で行われる運転者講習会へも積極的に参

加し、更なる安全運転向上へと努めています。 

万が一事故を起こしてしまった時には、慌て

ず迅速に対応ができるようにと措置カードを作

成し全ドライバーに携帯させています（写真 1）。 

写真 1 事故措置カード 
 

⑶ 初任・適性診断 

 経験・未経験者に関わらず入社したものには

乗務させる前に必ず、独立行政法人自動車事故

対策機構（ＮＡＳＶＡ）にて初任診断を受講し

てもらい、診断結果をもとに運転傾向などの注

意点を助言指導しています。 

また 2年に 1度全社員を対象に一般診断を受

診させ、前回の受診結果を踏まえながら、改善

点の確認と更なる注意点の指導をしています。 

近年、我が社でも高年齢運転者の割合が増加

傾向にあり、判断力や身体機能の変化を認識し

てもらう為に必要不可欠な診断であると考えて

います。 

⑷ 無事故・無違反表彰 

 年 2回 1チーム 7名ほどのグループに分かれ

て無事故・無違反運動を実施し、目標を達成し

たチームには記念品を贈呈しています。 

普段あまり接点のない部署とグループ編成を

第 48回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会「優良賞」受賞事業場 

安全輸送で信頼を！ 
株式会社 共同 代表取締役社長 石橋 竜樹 (東京都支部) 
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することで従業員同士連帯感を持ち、良いコミ

ュニケーションの 1つともなっています。 

また、この運動により交通事故は年々減少し

ており、昨年においては自損事故 2件にととど

まり、更にはこれに付随して運搬商品の破損事

故も激減し、お取引先様からの信頼も高まり 2

重 3重の相乗効果を得ています。 

⑸ 飲酒運転の防止強化 

 今やもはや当たり前となっていますが「飲酒

運転をしない・させない！」をモットーに、毎

朝出庫前点呼時と帰庫時にアルコール検知器で

運行管理者が対面にて実施。飲酒運転を徹底し

て防止しています（写真 2）。 

 
写真 2 出庫前点呼時のアルコールチェックの様子 

 

 

写真 始業前点検の様子 
 

【環境対策】 

グリーン・エコプロジェクトの実施 

 全国的にはまだ馴染みが浅いかと思われます

が、東京都トラック協会が立ち上げ展開してい

る「グリーン・エコプロジェクト」に 2年前よ

り参加しています。国土交通省関東運輸局や東

京都環境局、全日本トラック協会などが協力・

協賛し、いま日本の各地で問題となっている

CO2 排出抑制、環境 CSR から進める経営改善と

いう目的のプロジェクトです。 

毎月の燃費データを個別に記録させ、そのデ

ータを基にアイドリングストップや急発進・急

ブレーキなど無駄をなくす努力をさせることで、

燃費の向上はもちろんのこと各々がエコへの意

識を高め、事故や違反の軽減にも繋がり一定の

成果も上げることができました。今後も引き続

き会社全体として安全運転や地球や環境に優し

いエコドライブに取り組んでいきます。 

また、更なる環境保全とコスト削減を図るべ

く、グリーン経営認証取得を目指し準備を進め

ているところでもあります。 

【健康管理】 

 毎年 1回全社員に健康診断を受診させること

を義務付け、衛生管理者が検査結果を基に個別

指導しています。 

特に近年は、中高年者において肥満を起因と

する病気、怪我が増えており生活習慣の見直し

と改善を指導強化しているところです。 

【終わりに】 

 平成 21年に先代から引き継ぎ、次世代への飛

躍を目指し社名を「有限会社共同貨物運送」か

ら「株式会社共同」へと変更し、新たなスター

トを切ったばかりです。 

社員全体又は会社全体のスキルアップを図り、

プロドライバーとしての高い意識を持たせるた

めの講習会やミーティングへの参加を積極的に

実施し取り組む中で、平成 24年 12月には全国

貨物自動車運送適正化事業実施機関様の安全性

優良事業所認定（Ｇマーク）の認証を受けるこ

ともできました。これも社員が一丸となって鋭

意努力した結果と受け止めております。 

年々燃料費の高騰や環境問題からなる規制等

で運輸業界も厳しさを増しており、我が社も経

費削減が大きな課題となっています。そのため

にも災害防止活動への取組は最重要であると考

えています。 

私自身まだまだ勉強不足ではありますが、現

場の意見を積極的に取り入れながら「交通・労

働災害事故ゼロ」を目指し精進していこうと思

います。 

 最後になりましたが、陸上貨物運送事業労働

災害防止協会様、東京都トラック協会様、関係

各位の皆様方の今後の益々のご繁栄を心よりご

祈念申し上げ、御礼とさせていただきます。あ

りがとうございました。 
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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、陸運事業者の実施事項、荷主

等の実施事項を示しました。 

この荷役ガイドラインの説明会を 9 月中旬か

ら全国 47 か所で開催をいたします（厚生労働省

委託事業）。 

対象は荷主等及び陸運事業者です。 

参加費は無料です。 

今後の労働災害防止として重要なものであり

ますので、積極的なご参加をお願いいたします。 

説明会の開催日、開催場所、参加受付状況等は、

今後陸災防ホームページ等によりお知らせいた

します。説明会への参加を希望される方は、開催

地の陸災防支部にお申し出いただくようお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図書「作業指揮者必携＜安全教育テキスト＞」

及び「陸運業のための安全衛生推進者必携」を 9

月初旬頃を発刊予定として改訂作業中です。 

 このたびの改訂は、平成 25年 3月に厚生労働

省が公表しました「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」のポイントの掲

載、また、巻末にガイドライン全文の掲載を行い

ました。 

「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」は、陸運事業者の労働者が行う

荷役作業における労働災害を防止するために、陸

運事業者及び荷主等がそれぞれ取り組むべき事項

を示しています。ぜひご活用ください。 

発刊の時期等つきましては、ホームページ等で

お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業指揮者必携 1,800円   陸運業のための 

安全衛生推進者必携 2,400円 

（表紙の色が変更になります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「陸運と安全衛生」の配布がメール配信に変わりました 
メールマガジンのご登録をお願いします  

【図書改訂のお知らせ】 

「作業指揮者必携＜安全教育テキスト＞」 
及び 

「陸運業のための安全衛生推進者必携」 

「荷役作業安全ガイドライン」を掲載しました 

 
【説明会開催のご案内】 

荷役作業安全ガイドライン説明会のご案内 
 

【平成 25年度 安全衛生標語】 

多数のご応募ありがとうございました！ 
安全衛生標語の募集を行ったところ、4,801作品という大変多くのご応募をいただきました。誠に

ありがとうございました。 
応募いただいた作品につきましては、慎重に審査し、入選作品を 11月 21日（木）開催の全国陸

上貨物運送事業労働災害防止大会（東京都）で発表し入賞者を表彰することとしています。また、当
紙 11月号、ホームページ等に入選作品を掲載いたします。 

http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/
http://www.rikusai.or.jp/public/gaiyou/syozaithi.html
http://www.rikusai.or.jp/public/gaiyou/syozaithi.html
http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/


陸運と安全衛生 №530 平成 25年 9月 1日（毎月 1回 1日発行）                                       （6） 

 
 

 

 

 

 

      
      

「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」が策定されました。陸運業
における荷役作業における死亡災害は「墜落・
転落」、「挟まれ・巻き込まれ」などが特に多く、
「転倒」による死亡者はここ数年 2～3人です。 
しかし休業 4日以上のいわゆる死傷災害でみ

ると、「転倒」による死傷災害は「墜落・転落」
に次ぐ 2番目に多い災害(H24年 1,959人、
14.2％)であることがわかります（図 1）。また、
転倒災害はここ数年、増加傾向であることも気
になるところです（図 2）。 
転倒災害はどのような作業で発生しているか

というと、圧倒的に人力荷役作業中に多発して
います(63％)（図 3）。その内訳では「積卸し作
業」が半数を占め、「取扱い運搬」が続きます。 
転倒の内容別では「滑って」が最も多く 36％、

次に「つまづいて」が 28％、3番目が「踏み外
して」で 12％、さらに「自分の動作の反動で」
が 11％となっています（図 4）。 
転倒災害での休業日数は、29日以上休業する

ものが約半数であり、長期の休業となるケース
が多いようです（H24神奈川労働局データ）。 
転倒場所と行動との関係では、移動中の「配

送先」での「屋外」が際立って多く、荷役作業
中では「トラック上」、その他の作業では「自社
管理施設内」の「屋内」が多い。また、被災者
の経験年数については 3年未満の者が全体の
46％を占めています。（H24神奈川労働局データ）。 
《転倒予防対策》 
あらゆる場所に転倒リスクは存在します。潜

在要因として運動能力、眼の衰え、服装・靴、
歩き方などの内的要因と、床面の摩擦・凹凸、
段差、手すり、照度、通路幅などの外的要因が
あり、さらに作業環境の保守・整備、整理整頓
清掃などの管理要因の 3つの要因があります。
それと障害増幅要因（身体強度や高さなど）と
トリガー要因（滑り、つまづきなど）が絡み合
って転倒災害が発生します。 
これらの要因についてリスクアセスメントし、

職場環境の整備・改善を行うこと。そして、危
険予知活動で、自分の身を守る作業行動を身に
着けさせるよう訓練することが重要です。 
【陸運事業者の実施事項】（荷役ガイドライン） 
ア 作業者の遵守事項（床・地面の凹凸の確認、
整理整頓、後ずさり作業をしない） 

イ 対滑性、屈曲性の安全靴を使用させる。 
ウ 作業場所の整理整頓、床の凹凸等のつまづ
きの原因をなくす。 

エ 段差をなくす、手すりを設置、防滑対策等
の設備改善を行う。 

オ 両手で荷を持たなくするよう台車等を使
用させる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

すってんころりん？ 
安全管理士 堀野 弘志 

安全管理士
の着 眼 点 

図 1 

図 2 

図 3 

図 4 

Ｈ２４年陸運業の事故の型別死傷災害

墜落・転

落, 

3,822, 

27.6%

転 倒, 

1,959, 

14.2%

動作の反

動無理な

動作, 

1,927, 

13.9%

はさまれ

巻き込ま

れ, 

1,658, 

12.0%

交通事故, 

1,041, 

7.5%

その他, 

3,427, 

24.8%

転倒の内容別割合（Ｈ２４陸運業）

滑って

36%

つまづい

て

28%

踏み外し

て

12%

自分の動

作の反動

で

11%

その他

13%

作業の種類別転倒災害（Ｈ２４陸運業）

人力荷

役

63%

運行

4%

荷役機

械運転

2%

その他

31%

http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
http://www.rikusai.or.jp/public/leaflet/niyaku-guideline_aramashi.pdf
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【受講動機】 

弊社は、食品の 3 温度帯輸送をコア業務とす

るロジスティクスサービス・プロバイダーとし

て、東北から九州にまたがる全国規模の物流ネ

ットワークを活用し、幹線輸送、倉庫保管・流

通加工・入出庫業務、そしてエリア配送業務を

一元的に運営することにより、常に高品質なサ

ービスでお客様に安全・安心をお届けしており

ます。 

 また、荷主様から常にご信頼いただける物流

企業であり続けるために、サービスのクオリテ

ィと社会から求められるコンプライアンスを高

い次元で両立できるよう、運輸安全マネジメン

トに基づく安全管理体制の強化はもちろんのこ

と、最先端の環境性能と最新の運行モニター機

能を搭載した新型車両の導入等、環境への配慮

と安全運行確保のための設備投資にも積極的に

取り組んでおります。 

 しかしながら全国の拠点、特に物流センター

構内におけるフォークリフト使用時の商品破損

や備品類との軽微な接触事故等は年に数回の頻

度で発生している現状がありますので、職場の

安全意識の向上と管理者の安全に関する技能向

上を図るべく、この度の「陸災防安全衛生教育

講師養成講座」に社命を受けて参加させていた

だきました。 

 

【養成講座について】 

 講座は、東京安全衛生教育センターにて 7 月

16日～19日の 4日間に掛けて行われました。 

 東京の夏にしては涼しい日が続き、東北から

参加の私にも過ごしやすい中での受講となり、

良い意味での緊張感を最後まで持続できたよう

に感じております。 

 受講名簿に目を通すと、北は青森県八戸から

南は広島からと日本各地の様々な業種の方が参

加されており、本講座に対する関心度の高さと

参加者の所属する企業の安全に取り組む姿勢を

強く感じざるを得ませんでした。 

 講座初日は開講式後のオリエンテーションか

ら始まり、「講座の目的及びインストラクターの

役割と心構え」を受講するに従い、担当講師の

方々の丁寧な説明とスムーズな進行に、より理

解度が深まるのを感じると共に「自分はこの様

に講習を行うことができるだろうか」との一抹

の不安も覚えておりました。 

 緊張を覚えながらの受講ではありましたが初

日の講習が終わると懇親会があり、始まりこそ

ぎこちない会話ではあったものの、夜半過ぎに

は参加者・講師の一体感を感じつつ明日からの

研修への期待感を胸に床に付くこととなりまし

た。 

2 日目は、初日に行われました作業指揮者の

安全教育に続き、「フォークリフト運転業務従事

者安全衛生教育の概要」「災害事例及び関係法令」

についての講義が行われましたが、普段の安全

衛生活動で聞き慣れた言葉や事例が多く理解し

易い内容でした。また、自分の知識や理解度を

深める良い勉強となりました。午後には、翌日

の演習準備としまして「指導案の目的・意義及

び指導案の作成」の講義が行われ、留意点説明

を受けましたが、中々進まないペンに焦りを覚

えながらの作業となり、ようやくのできあがり

は深夜におよび、「できた」という達成感よりも

「これで明日は大丈夫かなぁ」とのドキドキと

した感覚が強かったことを覚えております。 

3 日目には、本講座の山場である、自身の作

成した指導案に基づく「教育演技の発表」が行

われ、緊張もピークに達する中での発表を行い

ました。発表の中身は、参加者一人一人へ教科

書の内容に沿った範囲が振り分けられ、各々2

時間の指導案を作成してきた物の中から 12 分

間教育演技を行うというものでした。私自身の

発表はどうであったかと言うと、準備した内容

の半分も発表できず、心の中で「もう一回」と

叫んでいた様な状況でありましたが参加の方々

の経験に基づいたお話など、とても参考になる

演習であり、やはり仕事は段取りが肝心と改め

て学び返すことができました。 

 最終日は、「危険性又は有害性等の調査（リス

クアセスメント）」の講習を受け、3グループに

分かれての事例討議と発表が行われました。講

義ではリスク低減措置に関する説明を受け、リ

スクアセスメントに対する理解度を深めました。

また、グループ討議と発表では参加者各々の職

種が多様であることから、着目する点やリスク

の見積もり方に違いがあり活発な意見交換を行

うことができ、発表にも反映することができま

安全衛生教育講師（インストラクター）養成講座を受講して 

安全衛生教育の強化に向けて 
関東運輸株式会社 安全管理室 佐藤 光太郎 
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した。 

 こうして 4 日間の全過程を終え、参加者全員

で無事に修了式を迎えることができ、喜びを感

じるとともに、職場に戻った自身の姿を想像し

新たな緊張も感じながら最終日を終えました。 

 この 4 日間の講座を受講して身に付けた内容

を事業場に持ち帰り、リスクの無い職場環境を

皆で作り上げられる様に、私自身が立派なイン

ストラクターとなることを目指します。 

 最後に、講習期間中お世話になりました陸上

貨物運送事業労働災害防止協会の皆様、中央労

働災害防止協会の皆様、施設管理に関わってお

られました皆様、そして参加者全員の益々の発

展を祈念しております。 

 大変お世話になり、有難う御座いました。 

 

 
 

 

 
                                

                                    平成 25年 8月 7日現在 

 
資料出所：厚生労働省 

 

                                   平成 25年 8月 7日現在  

 
(注） この表の右端の列の「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 

第5種（15年間） ・有限会社北陸旭輸送 富山県支部 第2種（ 5年間） ・株式会社船坂運送店 岡山県支部

・有限会社アイワ運送 富山県支部 ・有限会社神山運輸 埼玉県支部

・藤森運輸株式会社新見営業所 岡山県支部 ・竹島運送株式会社 富山県支部

・株式会社高橋運送 群馬県支部 ・森田商運有限会社 富山県支部

・久世運送株式会社 岡山県支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成25年7月〕

第4種（10年間）

第3種（ 7年間）

第1種（ 3年間）

死亡 死傷

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 366 100.0 444 100.0 -78 -17.6 55,790 100.0 57,357 100.0 -1,567 -2.7

製 造 業 73 19.9 87 19.6 -14 -16.1 13,016 23.3 14,147 24.7 -1,131 -8.0

鉱 業 4 1.1 4 0.9 0 0.0 123 0.2 107 0.2 16 15.0

建 設 業 124 33.9 158 35.6 -34 -21.5 8,171 14.6 8,117 14.2 54 0.7

交通運輸業 3 0.8 5 1.1 -2 -40.0 1,613 2.9 1,586 2.8 27 1.7

陸上貨物運送事業 34 9.3 56 12.6 -22 -39.3 6,874 12.3 6,770 11.8 104 1.5

港湾荷役業 5 1.4 5 1.1 0 0.0 153 0.3 187 0.3 -34 -18.2

林 業 16 4.4 18 4.1 -2 -11.1 883 1.6 1,024 1.8 -141 -13.8

そ の 他 107 29.2 111 25.0 -4 -3.6 24,957 44.8 25,419 44.3 -462 -1.5

平成25年1月～7月 平成24年1月～7月

[速報値]
前年比較

[速報値] [速報値] [速報値]
前年比較

平成25年1月～7月 平成24年1月～7月

合計 墜落・転落 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）

その他

全 産 業 475 128 2 28 28 45 67 94 2 81

製 造 業 99 13 2 11 5 10 27 6 0 25

建 設 業 161 80 0 7 16 16 10 14 2 16

交 通 運 輸 業 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1

そ の 他 168 29 0 9 6 18 25 46 0 35

陸上貨物運送事業 44 6 0 1 1 1 5 26 0 4

同上対前年増減 -33 2 0 -5 -6 -2 -4 -19 0 1

項目 

業種 

業種、事故の型別死亡災害発生状況  （平成 25年 1月～7月）  

業業種種別別労労働働災災害害発発生生状状況況   


