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 新年おめでとうございます。 

 平成 27 年の新春に当たり、日頃から労働災

害防止活動にご尽力いただいている会員事業

場の皆様をはじめ関係の方々に心から感謝申

し上げます。 

 さて、当協会では、陸運業の労働災害を中期

的な観点から防止するために、平成 25 年度か

ら 29 年度までを計画期間とする「陸上貨物運

送事業労働災害防止計画」（以下「5 か年計画」

という。）に基づき対策の推進を図っております。 

 この 5か年計画では、労働災害による死亡者

数を計画期間中に 20％以上減少させ、また、死

傷者数を 10％以上減少させるなどの目標を掲

げ、重点的な労働災害防止に取り組んでいると

ころです。 

 陸運業における労働災害による死亡者数は、

平成 25 年には 107 人と過去最少となるなど近

年大きく減少してきましたが、昨年は前年同期

に比べ 35％の大幅な増加となりました（平成

26年12月現在速報値（平成26年1月～11月））。

その内訳は、交通事故によるものが約半数を占

めていますが、荷役作業に関係すると考えられ

る災害も 44％を占めており、前年同期の 30％

から大きく増加しています。 

 一方、休業 4日以上の死傷者数は、長期的に

は減少傾向にあるものの、平成 22年から 25年

までは 4 年連続で増加し、平成 26 年も増加傾

向が見られたことから、昨年 8月に厚生労働省

から、死亡災害を含む労働災害防止の緊急要請

がありました。当協会では、会員事業場の皆様

と、「安全衛生自主点検」の実施や「荷台から

の墜落防止対策リーフレット」による意識啓発

などにより、緊急要請を踏まえた取組の強化を

図った結果、昨年の死傷災害は前年同期に比べ

0.5％の減少となり、増加傾向に一定の歯止めが

かかったところです（平成 26年 12月現在速報

値（平成 26年 1月～11月））。 

 しかしながら、陸運業ではまだまだ多くの労

働災害が発生しており、5 か年計画の目標達成

のため、一層の労働災害防止の取組が求められ

ています。 

 このため、当協会として、上記の状況を踏ま

え、本部・支部一体となって、死亡災害につい

ては交通労働災害及び荷役関係災害の防止、死

傷災害については荷役関係災害の防止を最優

先に、総力を挙げて取り組むこととしております。 

 具体的には、平成 27 年は次の取組を重点と

して行うこととしています。 

 

第一は、荷主等と連携した荷役災害防止対策

の強化です。 

陸運業の死傷災害の多くを占める荷役災害

が、荷主等の構内で多く発生していることから、

荷主等と連携した荷役災害防止対策の推進が

必要であるとして、一昨年厚生労働省から「陸

上貨物運送事業における荷役作業の安全対策

○ ○ 年末･年始労働災害防止強調運動実施中 ････ (5)
○ ○ 自動車運転者を使用する事業場に対する平成25年
○ の監督指導、送検の状況について ････ (6)～(7)
○ ○ 小企業無災害記録表彰 ･･･････････････････ (8)
○ ○ 労働災害発生状況 ･･･････････････････････ (8)

新しい年を迎えて　会長年頭挨拶 ･････ (1)～(2)

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ制度に関する検討会報告書について  (5)

厚生労働省労働基準局長 年頭所感 ････ (2)～(3)
警察庁交通局長 年頭挨拶 ････････････ (3)～(4)
陸運事業場向け荷役ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ研修会のご案内  (4)

  

  新しい年を迎えて 
 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長 川合正矩  
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ガイドライン」（以下「荷役ガイドライン」と

いう。）が示されました。 

昨年は、厚生労働省の委託事業として、荷役

ガイドラインの周知と荷主等の荷役災害防止

担当者への講習会等を全国で実施いたしまし

たが、本年は、当協会として荷役ガイドライン

の周知に引き続き努めるとともに、荷役災害防

止担当者教育や荷役作業従事者教育（陸運事業

者向け、荷主等向け）を荷主等の皆さまのご理

解もいただきながら進めてまいります。 
 

第二は、リスク低減で安全度の高い職場を実

現することです。 

 労働災害の減少を着実に図っていくために

は、職場のリスクを低減し、労働災害が発生し

にくく、発生しても重篤な災害とならない、安

全度の高い職場を実現することが重要です。こ

のため、危険予知訓練（ＫＹＴ）やリスクアセ

スメントの研修会等を引き続き実施するとと

もに、積極的に労働災害防止に取り組もうとす

る個々の事業場を支援する、当協会独自の取組

である「特定事業場制度」を、安全管理士や陸

運災防指導員の活用により、進めてまいります。 

 また、上記のような安全度の高い職場を目指

す取組として、個々の作業者の安全で質の高い

作業を評価することも効果が高いところです。

このため、表彰制度やフォークリフト運転競技

大会を引き続き実施するとともに、新たな評価

制度についても検討を進めてまいります。 
 

第三は、交通労働災害等の防止です。 

 労働災害による死亡者数の約半分は、依然と

して交通事故によるものです。また、陸運業で

は、高年齢自動車運転者の割合が高くなってお

り、年齢とともに心身機能の変化も見られ、高

年齢者ほど労働災害にあうリスクが高いとい

うことがあります。 

このため、交通労働災害防止のためのガイド

ラインに基づく取組をすすめるとともに、当協

会が取りまとめた「高年齢者に配慮した交通労

働災害防止のすすめ方」（パンフレット）等も

活用しながら、交通労働災害の防止を推進して

まいります。 
 

 陸運業界は燃料価格、人手不足など多くの課

題を抱え、厳しい経営環境にありますが、働く

方々が健康で、安全に働くことができるという

ことを基本に据え、経営トップが先頭に立った

積極的な安全衛生活動が行われるよう、その推

進を図ってまいります。 

 会員事業場の皆様には、当協会の活動に引き

続きのご理解とご尽力を賜りますようお願い

申し上げますとともに、「年末・年始労働災害

防止強調運動」（12月 1日～1月 31日）が実施

されておりますこの時期に、「職場の安全衛生

自主点検」の実施など労働災害防止の取組にな

お一層のご高配を賜りますよう重ねてお願い

申し上げます。 
 

 この一年が希望と活力に溢れる良き年とな

りますよう祈念いたしますとともに、皆様方の

ご健勝とご発展をお祈り申し上げ、新年のご挨

拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 
 

あけましておめでとうございます。 

 新年を迎え、皆様の御健康と御繁栄を心から

お祝い申し上げます。 

 平成 27年の年頭に当たり、改めて日頃の労働

基準行政への御理解と御協力に感謝申し上げま

すとともに、労働基準行政に対する所信の一端

を述べさせていただきます。 
 

労働基準行政の主な役割は、労働基準法等に

基づく労働時間や賃金等労働条件の確保、労働

安全衛生法等に基づく労働者の健康と安全の確

保、労災保険法に基づく迅速な救済です。 

本年も働く方々の健康や生活を守るため、労

働基準行政としては、的確な監督指導等を通じ、

次のような施策を中心に取り組んでいきます。 
 

第一に、長時間労働削減、年次有給休暇取得

促進による働き方改革に取り組んでいきます。 

  

平成 27年労働基準局長年頭所感 
 

厚生労働省労働基準局長 岡崎淳一 
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「日本再興戦略」改訂 2014において、「働き

過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれると

ともに、昨年 11月に「過労死等防止対策推進法」

が施行された中で、長時間労働対策の強化は喫

緊の課題となっています。 

このような状況を踏まえ、昨年 9 月に大臣を

本部長とする「長時間労働削減推進本部」を厚

生労働省内に設置し、省を挙げた取組を進めて

います。具体的には、11 月に、「過重労働解消

キャンペーン」として、著しい過重労働が認め

られる事業場に対する重点監督の実施や、相談

体制の強化等を行いました。 

また、年次有給休暇取得促進をはじめとした

働き方の見直しに向けた取組として、私自身も

含め幹部職員が企業トップ等へ所定外労働時間

の削減等の働きかけを行うとともに、「年次有給

休暇取得促進期間（10 月）」や年末年始におけ

る年次有給休暇の取得促進について集中的な広

報等を実施しました。 

本年は、企業トップへの働きかけを都道府県

労働局においても実施するとともに、働き方改

革に関するシンポジウムを開催し労使の気運の

醸成を図る等、長時間労働削減、年次有給休暇

の取得促進による働き方改革を推進してまいり

ます。 
 

第二に、労働時間法制の見直しを行います。 

生産性の向上と仕事と生活の調和を図るため、

労働者 1 人ひとりの健康確保にしっかり取り組

みつつ、労働者が創造的な能力を発揮しながら

効率的に働くことができる環境を整備する必要

があります。そうした考えの下、働き過ぎの改

善に向けた長時間労働抑制策・年次有給休暇取

得促進策等や、柔軟な働き方を可能にするため

のフレックスタイム制の見直し、対象範囲や手

続を見直す「裁量労働制の新たな枠組み」の構

築、時間ではなく成果で評価される「新たな労

働時間制度」の創設等について、労働政策審議

会労働条件分科会で議論しています。今後、な

るべく早期にとりまとめた上で、国会への法案

提出を目指します。 
 

第三に、労働契約法に基づく無期転換ルール

の特例等を設ける「専門的知識等を有する有期

雇用労働者等に関する特別措置法」について、

本年 4 月の施行に向けた準備を迅速に進めます。 
 

第四に労働災害防止対策の徹底についてです。 

昨年の上半期においては、前年同期比で労働

災害発生件数が大幅に増加したことから、昨年

8 月に、業界団体等に対する緊急要請を含む緊

急対策を実施し、その結果、前年比の増加幅は

縮小したものの、減少には転じていません。死

亡者数・死傷者数の 15％以上の減少（平成 29

年／平成 24年比）という第 12次労働災害防止

計画の目標達成に向けて、本年も労働災害防止

対策に積極的に取り組んでまいります。 

また、ストレスチェック制度の創設等を盛り

込んだ改正労働安全衛生法が平成 26年 6月 25

日に公布され、改正内容ごとに順次施行されて

います。本年も改正法が円滑に施行されるよう、

周知等の必要な準備を進めてまいります。 
  

以上の施策に、職員一同、全力を挙げて邁進

してまいりますので、今後とも一層の御理解、

御協力を賜りますようお願い申し上げ、新年の

挨拶とさせていただきます。
 
 
 

 

 

 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

 皆様方には、日頃から陸上貨物運送事業にか

かる交通事故防止対策につき、格別な御配慮を

いただきますとともに、警察行政の各般にわた

り、深い御理解と暖かい御支援をいただいてお

り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、平成 26年中の交通事故情勢につきまし

ては、官民一体となって交通事故防止対策に取

り組んだ結果、死者数が 14年連続の減少となり、

交通事故発生件数及び負傷者数も 10 年連続で

減少しております。 

 これも皆様方を始めとする、関係各位の御尽

 

交通局長年頭挨拶 
 

     警察庁交通局長 倉田 潤 
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力のたまものであると改めて感謝する次第であ

ります。 

 しかしながら、昨年も交通事故死者に占める

高齢者の割合が半数を超え、事故件数の減少に

比べ死者数が減りにくくなっている状況に変わ

りはなく、また、飲酒運転や危険ドラッグ使用

者による悲惨な交通事故が依然として発生し、

多くの尊い命が犠牲になるなど、決して予断を

許さない情勢にあります。 

 こうした情勢を踏まえ、警察といたしまして

は、高齢者の事故防止対策を始め、一層の交通

死亡事故抑止対策を推進し、更なる交通事故犠

牲者の減少を目指してまいります。 

 もとより、交通死亡事故抑止は、関係機関・

団体との緊密な連携による官民一体となった取

組が不可欠であることは申すまでもありません。 

 貴協会におかれては、貨物輸送事業の職域に

おける日々の交通安全教育の推進にも取り組ん

でいただいておりますが、個々の運転者が一般

ドライバーの模範となるよう、適切な運行管理

や効果的な運転者教育を実施していただくなど、

なお一層の交通事故防止に向けた取組をお願い

申し上げます。 

 結びに、貴協会のますますの御発展と皆様の

御健勝、御多幸を祈念いたしまして、新年の挨

拶とさせていただきます。

 

 

 

 

 

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。 

 このような荷役災害を防止するため、厚生労

働省は平成 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、

陸運事業者と荷主等が連携して取り組むべき事

項を示しました。 

このほど、陸運事業者を対象とした、荷役ガ

イドラインを分かりやすく説明する研修会を下

記日程により開催することといたしました。 

参加費は無料です。 

今後、荷主等と連携した労働災害防止対策を

進める上でお役に立つものですので是非ご参加

ください。 

研修会への参加申し込みは、開催地の陸災防

支部にお願いします。研修会の参加受付状況は、

陸災防ホームページをご覧ください。 

 
【陸運業向け】荷役作業安全ガイドライン研修会日程（参加費無料） 

開催地支部 開催日 会場 開催地支部 開催日 会場 

北海道 
1月 27日 

北海道トラック 
総合研修センター 

長 野 2月 10日 長野県トラック会館 

1月 28日 
旭川地区トラック 
研修センター 

静 岡 2月 18日 
静岡県トラック協会
研修センター 

宮 城 2月 6日 
トラック 
研修センター 

愛 知 2月 17日 愛知県トラック会館 

秋 田 2月 5日 
秋田県トラック協会 
研修センター 

滋 賀 2月 12日 
滋賀県トラック 
総合会館 

福 島 2月 13日 
トラック協会 
県中研修センター 

岡 山 3月 5日 
岡山県トラック 
総合研修会館 

栃 木 1月 27日 
宇都宮市総合コミュ
ニティセンター 

広 島 1月 19日 
広島県トラック 
総合会館 

群 馬 3月 3日 
群馬県トラック 
総合会館 

愛 媛 2月 20日 
愛媛県トラック総合 
サービスセンター 

千 葉 2月 13日 千葉県トラック協会 福 岡 3月 3日 
福岡県トラック 
総合会館 

神奈川 1月 22日 
神奈川県トラック 
総合会館 

鹿児島 2月 4日 
鹿児島県トラック 
研修センター 

※ 本研修会は、昨年度実施した「陸上貨物運送事業における荷役作業安全対策ガイドライン説明会」

と同様の内容です。ご留意ください。 

 
【陸運事業場向け研修会開催のご案内】 

荷役作業安全ガイドライン研修会のご案内 
 

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/gaiyou/syozaithi.html
http://www.rikusai.or.jp/public/gaiyou/syozaithi.html
http://www.rikusai.or.jp/


陸運と安全衛生 №546 平成 27年 1月 1日（毎月 1回 1日発行）                      （5） 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生法が平成 25年 6月 25日に一部改正されました（改正法のポイントは平成 26

年 8月号№541に掲載）。今後、当紙で、改正された各項目の施行に向けた情報を適宜お知ら

せしていきます。 
 

〔ストレスチェック制度〕 

労働安全衛生法の一部を改正する法律

により、ストレスチェックと面接指導の実

施等を義務づける制度※が創設されました。 

※ ストレスチェックとは、事業者が労働

者に対して行う心理的な負担の程度

を把握するための検査 

※ 従業員数 50人未満の事業場は制度の

施行後、当分の間努力義務  
 

この法律の改正を受け、厚生労働省では、

平成 26 年 10 月から「ストレスチェック

と面接指導の実施方法等に関する検討会」

と「ストレスチェック制度に関わる情報管

理及び不利益取扱い等に関する検討会」を

開催し、具体的な制度の運用方法などにつ

いて検討を行ってきましたが、平成 26 年

12月 17日、両検討会の検討結果について

報告書をとりまとめ公表しました。 

今後、平成 27 年 12 月 1 日のストレス

チェック制度の施行に向けて、今回の報告

書を基に厚生労働省令や指針などが作成

され、具体的な制度の運用方法が示される

こととなります。 

報告書のポイントは以下のとおりです。 
 

[報告書のポイント] 

１ ストレスチェックの実施について 

○ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を

受けた看護師、精神保健福祉士とする。 

○ ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」

及び「周囲のサポート」の 3 領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容

は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査

票（57項目）」とする。 
 

２ 集団分析の努力義務化 

○ 職場の一定規模の集団（部、課など）ごとのストレス状況を分析し、その結果

を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。 
 
３ 労働者に対する不利益取扱いの防止について 

○ ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指

導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、

雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。 

（報告書全文は、http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069013.htmlからご覧ください。） 

 
 
  

 

年年末末・・年年始始  
労労働働災災害害防防止止強強調調運運動動 実施中 平成 27年 1月 31日まで 

年末・年始は、荷動きの増加や冬期における気象条件等により労働災害が発生しやすい時

期です。このことから、陸災防では 12 月 1日から 1 月 31 日までの間を「年末･年始労働災

害防止強調運動」として展開しております。「職場の安全衛生自主点検」の実施など労働災害

防止活動をなお一層積極的に実施していただきますようお願い申し上げます。 

【【改改正正労労働働安安全全衛衛生生法法情情報報】】  

ストレスチェック制度に関する検討会報告書がまとま
りました！ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069013.html
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はじめに 

厚生労働省では、全国の労働局や労働基準監

督署などの労働基準監督機関が、自動車運転者

（トラック、バス、タクシーなど）を使用する

事業場に対して行った監督指導や送検の状況

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 監督指導状況 

⑴ 労働基準関係法令の主な違反内容 

※ 以下、表中の（）内は違反率 

監督実施事業場数 
3,016 

(100.0%) 

労働基準関係法令の 

違反事業場数 

2,500 

(82.9%) 

⑵ 改善基準告示の主な違反内容 

監督実施事業場数 
3,016 

(100.0%) 

改善基準告示違反事業場数 
1,980 

(65.6%) 

 
２ 監督指導事例 

＜事例１＞ 

地方運輸機関からの通報を契機に、労働基準

監督署（以下「監督署」という。）の労働基準

監督官（以下「監督官」という。）が臨検監督

を実施し、労働基準法違反及び改善基準告示違

反を是正させた事例 

【概要】 

１ 特定の荷主から頻繁に注文される臨時の

発注業務に対応するため、漫然と配車計画

を組んだ結果、特定のトラック運転者の拘束

時間が長くなる勤務シフトが組まれていた。 

このため、時間外労働・休日労働に関す

る協定（以下「36 協定」という。）で定め

た上限時間である月 93 時間を超える月約

100 時間の時間外労働が認められ、また 1

か月の総拘束時間が最長で約 360 時間に上

っていたため、労働基準法違反及び改善基

準告示反について、是正を指導した。 

２ 監督官による指導の結果、特定の自動車

運転者に仕事が偏らないよう、荷主とも調

整の上、配車計画と勤務シフトが見直され、

違反が是正された。 

【是正勧告事項】 

・労働基準法第 32条（労働時間）違反 

・改善基準告示（1 か月の総拘束時間、休息

時間、運転時間）違反 

（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） 

・休息期間：継続 8時間以上 

・運転時間：2 日平均で 1 日 9 時間以内、2

週間平均で 1週間 44時間以内 

＜事例２＞ 

監督署に寄せられた情報を契機に、監督官が

臨検監督を実施し、労働基準法違反及び改善基

準告示違反を是正させた事例 

【概要】 

１ 長距離輸送をワンマン体制で行わせてい

たことにより、特定のトラック運転者につ

いて、36 協定で定めた上限時間である月

100 時間を超える月約 110 時間の時間外労

働が認められ、また 1 か月の総拘束時間が

2 か月連続して月 320 時間を超えていたた

め、労働基準法違反及び改善基準告示違反

について、是正を指導した。 

２ また、トラック運転者がデジタルタコグ

ラフを使用しない実態を黙認し、労働時間

等の記録漏れや賃金台帳等への記録漏れや

賃金台帳等へ労働時間の記入漏れが認めら

れ、適正な労働時間管理が行われていなか

ったため、この点についても是正・改善を

指導した。 

【厚生労働省公表】 

自動車運転者（トラック）を使用する事業場に対する平成
25年の監督指導、送検の状況について 

82.9% 

59.4% 

24.1% 

5.0% 

0% 50% 100% 

違反事業場 

労働時間 

割増賃金 

休日 

主な違反内容（労働基準法） 

65.6% 

53.3% 

41.5% 

40.8% 

32.7% 

19.6% 

0% 50% 100% 

違反事業場 

最大拘束時間 

総拘束時間 

休息期間 

連続運転時間 

最大運転時間 

主な違反内容（改善基準告示違反） 
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３ 監督官による指導の結果、運行計画の見

直し、デジタルタコグラフによる運転記録

の徹底等の運行管理見直し、賃金台帳等の

適正な記入が行われることとなり、違反が

是正された。 

【是正勧告事項】 

・労働基準法第 32条（労働時間）違反 

・労働基準法第 108条（賃金台帳）違反 

・改善基準告示（1 か月の総拘束時間、休息

時間、運転時間）違反 
 
３ 送検の状況 

⑴ 労働基準関係法令違反により送検した件数 

平成 23年 平成 24年 平成 25年 

39 51 48 

⑵ 送検事例 

＜事例１＞ 

 違法な時間外労働を行わせたとしてトラッ

ク事業者及び支店長Ａを、労働基準法違反の疑

いで送検 

【概要】 

トラック運転者の交通事故を契機として

監督官が臨検監督を実施したところ、トラ

ック運転者について、36 協定で定めた上限

時間である月 45時間を超え、最長で月 179

時間の違法な時間外労働を行わせていた。

長時間労働が常態化していたことから、悪

質と判断し、送検した。 

【違反事実】 

〔労働基準法第 32条第 1項、2項〕 

トラック運転者 5名に対し、36協定で定

めた上限時間である 1 日 8 時間、1 か月 45

時間を超える時間外労働を行わせていたもの。 

＜事例２＞ 

違法な休日労働を行わせたとしてトラック

事業者及び営業部長Ｂを、労働基準法違反の疑

いで送検 

【概要】 

トラック運転者の交通事故を契機として

監督官が臨検監督を実施したところ、当該

運転者について、36 協定で定めた休日労働

の上限である 2 週を通じ 1 回を超えて法定

休日に休日労働を行わせ、2週間連続して労

働を行わせていたため、送検した。 

【違反事実】 

〔労働基準法第 35条第 1項〕 

事故を起こしたトラック運転者に対し、

36協定で定めた休日労働の上限である 2週

を通じ 1 回を超えて法定休日に休日労働を

行わせ、もって、法定の休日を与えなかっ

たもの。 

＜事例３＞ 

高さ地上約 3メートルのトラックの積荷上の

作業において、墜落防止措置を講じなかったと

して、トラック事業者及び作業指揮者Ｃを、労

働安全衛生法違反の疑いで送検 

【概要】 

高さ地上約 3 メートルのトラックの積荷

上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措

置を講じることなく、トラック運転者に積

荷に掛けられたシートを取り外す作業を行

わせたため、労働者が墜落し、死亡するとい

う重大な結果を招いたことから、送検した。 

【違反事実】 

〔労働安全衛生法第 21 条第 2 項（労働安全

衛生規則第 518条第 2項）違反〕 

高さ 2メートル以上の箇所（作業床の端、

開口部等を除く。）で作業を行う場合におい

て墜落により労働者に危険を及ぼすおそれ

があり、作業床を設けることが困難なとき

に、防網を張り、労働者に安全帯を使用さ

せる等、墜落による労働者の危険を防止す

るための措置が講じられなかったもの。 
 
４ 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、その臨検監督等の結果（改

善基準告示違反等）を相互に通報しています。 

【相互通報制度の実施状況】（平成 25年） 

労働基準監督機関か

ら通報した件 

労働基準監督機関が

通報を受けた件数 

974件 256件 

⑵ 地方運輸機関との合同監督・監査 

労働基準監督機関が有する行政指導及び司

法処分の権限並びに地方運輸機関が有する行

政指導及び行政処分の権限を合同監督・監査を

契機として行使することにより、効果的な指導

を行い、もって自動車運転者の労働時間等の労

働条件の確保・改善を図っています。 

※ 開始年度：トラック事業場（平成 20年度） 

【合同監督・監査の実施状況】 

平成 23年 平成 24年 平成 25年 

95件 86件 99件 
 

おわりに 

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、問題があると考えられる

事業場については監督指導を行うなど、自動車

運転者の適正な労働条件の確保に取り組んで

いくこととしています。 
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                                     平成 26年 12月 7日現在 

 
資料出所：厚生労働省  
 

                  平成 26年 12月 7日現在  

 
 

 

                              平成 26年 12月 7日現在  

 
(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 
 

第3種（ 7年間） ・株式会社エキソー 群馬県支部

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26年11月〕

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 866 100.0 862 100.0 4 0.5 96,900 100.0 96,317 100.0 583 0.6

製 造 業 149 17.2 176 20.4 -27 -15.3 22,648 23.4 22,339 23.2 309 1.4

鉱 業 11 1.3 7 0.8 4 57.1 211 0.2 194 0.2 17 8.8

建 設 業 320 37.0 296 34.3 24 8.1 14,348 14.8 14,279 14.8 69 0.5

交通運輸業 14 1.6 11 1.3 3 27.3 2,710 2.8 2,590 2.7 120 4.6

陸上貨物運送事業 107 12.4 79 9.2 28 35.4 11,671 12.0 11,733 12.2 -62 -0.5

港湾荷役業 5 0.6 6 0.7 -1 -16.7 290 0.3 259 0.3 31 12.0

林 業 39 4.5 37 4.3 2 5.4 1,394 1.4 1,493 1.6 -99 -6.6

農業、畜産・水産業 29 3.3 24 2.8 5 20.8 2,193 2.3 2,251 2.3 -58 -2.6

第三次産業 192 22.2 226 26.2 -34 -15.0 41,435 42.8 41,179 42.8 256 0.6

平成25年1月～11月 平成26年1月～11月 平成25年1月～11月

[速報値]
前年比較

[速報値] [速報値] [速報値]
前年比較

平成26年1月～11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 866 226 4 47 47 76 134 191 3 138

製 造 業 149 24 0 10 6 14 53 10 0 32

建 設 業 320 134 3 19 22 18 34 37 1 52

交 通 運 輸 業 14 0 0 0 0 2 0 11 0 1

そ の 他 276 55 0 13 14 34 34 79 1 46

陸上貨物運送事業 107 13 1 5 5 8 13 54 1 7

同上対前年増減 28 4 1 3 4 5 5 5 1 0

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 11,671 3,364 1,750 863 636 333 623 1,418 813 8 1,527 336

同上対前年増減 -62 22 70 -3 -54 -54 42 47 -39 0 -43 -50

項目 

業種 

業種、事故の型別死亡災害発生状況  （平成 26年 1月～11月）  

業業種種別別労労働働災災害害発発生生状状況況   

業種、事故の型別死傷災害発生状況  （平成 26年 1月～11月）  

業種 

業種 
項目 

項目 


