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令和２年度全国労働衛生週間を迎えて
三鷹労働基準監督署長　深澤　健

　公益社団法人東京労働基準協会連合会三鷹労働基準協会支部の会員の皆様には、労働基準行政の業務運
営につきまして、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　本年も９月中を準備期間、10月１日から７日までを本週間として、第71回全国労働衛生週間が実施され
ます。
　労働者の健康をめぐる状況については、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定件数は、ここ数年は全国で
700件台で推移し、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、健康寿命とともに職業生涯が延伸し、高年齢労働者が職場においてより大きな役割を担うように
なり、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ます。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、全国で年間500件程度で推移しており、危険物によるものが約
４割、有害物によるものが約６割となっています。また、有害物による労働災害のうち、特定化学物質障
害予防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としています。
　このような背景を踏まえ、今年度の衛生週間スローガンは、

「　みなおして　職場の環境　からだの健康　」

を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るとともに、自
主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとします。
　なお、本年については、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。
　結びに、三鷹労働基準協会支部並びに会員の皆様の益々のご発展、ご健勝を祈念いたしまして、全国労
働衛生週間を迎えての私からのご挨拶とさせていただきます。
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過重労働による
健康障害防止

①時間外・休⽇労働の削減、年次有給休暇の取得促進および労働時間などの設定の改善によるワーク・ライフ・バランスの推進
②事業者によるワーク・ライフ・バランスの推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
③労働安全衛⽣法に基づく、労働時間の状況の把握や⻑時間労働者に対する医師の⾯接指導等の実施の徹底
④健康診断の適切な実施、異常所⾒者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意⾒聴取および事後措置の徹底 ほか

メンタルヘルス
対策

①事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
②衛⽣委員会などの調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価および改善
③４つのメンタルヘルスケア（セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケ
ア）の推進に関する教育研修・情報提供

④労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備 ほか

⾼年齢労働者の
健康づくり

①「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）」に沿った取組の実施
②⾼年齢労働者の安全衛⽣対策に関する⽀援（エイジフレンドリー補助⾦等）の活⽤ ほか

化学物質による
健康障害防止対策

①製造者・流通業者が化学物質を含む製剤などを出荷する際のラベル表示・安全データシート（SDS）交付の状況の確認
②SDSにより把握した危険有害性についてリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減対策の推進
③ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進 ほか

石綿による
健康障害防止対策

①吹付石綿などが損傷、劣化し、労働者が石綿などにばく露するおそれがある建築物などにおける吹付石綿、保温材などの除去、封じ
込めなどの徹底（貸与建築物などの場合において貸与者などに措置の実施を確認し、または求めることを含む。）

②石綿にばく露するおそれがある建築物などにおいて労働者を設備の点検、補修などの作業などで臨時で就業させる業務での労働者の
石綿ばく露防止 ほか

受動喫煙防止対策
①「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく必要な対策の実施
②⽀援制度（専門家による技術的な相談⽀援、喫煙室の設置等に係る測定機器の貸出し、喫煙室の設置等に係る費⽤の助成）の効果的
な活⽤ ほか

治療と仕事の
両⽴⽀援

①事業者による基本方針などの表明と労働者への周知 ②研修などによる両⽴⽀援に関する意識啓発
③相談窓口などの明確化 ④両⽴⽀援に活⽤できる休暇・勤務制度や社内体制の整備
⑤治療と仕事の両⽴を⽀援するための制度導入などに関する助成⾦、産業保健総合⽀援センターによる⽀援の活⽤

その他 ①職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
②「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底 ③事務所や作業場における清潔保持

第7１回 全国労働衛生週間
令和２年10月１日（木）～７日（水）［準備期間：９月１日～30日］

「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、

職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として、毎年実施しており、今年で7１回目に

なります。各職場においては下記のような様々な取組を展開し、誰もが安心して健康に働ける職場づくりへの

ご協力をお願いします。

みなおして 職場の環境 からだの健康〈スローガン〉

２．労働衛⽣３管理の推進など ３．作業の特性に応じた事項 ４．東⽇本大震災等に関連する労働衛⽣対策の推進

全国労働衛⽣週間（10月1⽇〜7⽇）
に実施する事項

・事業者または総括安全衛⽣管理者による職場巡視
・労働衛⽣旗の掲揚およびスローガンなどの掲示
・労働衛⽣に関する優良職場、功績者などの表彰
・有害物の漏えい事故、酸素⽋乏症などによる事故など
緊急時の災害を想定した実地訓練などの実施

・労働衛⽣に関する講習会・⾒学会などの開催、
作文・写真・標語などの掲示、その他労働衛⽣の
意識⾼揚のための⾏事などの実施

準備期間（９月１⽇〜30⽇）に実施する事項
重点事項 ※ 詳細は下表をご覧ください

・過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
・労働者の心の健康の保持増進のための指針など
に基づくメンタルヘルス対策の推進

・労働災害の予防的観点からの⾼年齢労働者に対する
健康づくりの推進

・化学物質による健康障害防止対策に関する事項
・石綿による健康障害防止対策に関する事項
・受動喫煙防止対策に関する事項
・治療と仕事の両⽴⽀援対策の推進に関する事項
・その他の重点事項

準備期間に実施する事項（１．重点事項） （抜粋）



No.296

3

腰痛予防対策

陸上貨物運送・社会福祉・保健衛⽣業を対象とした
腰痛予防対策の講習会（無料）を実施しています。

（腰痛予防対策講習会申込HP↓）
https://seminar.tairapromote.co.jp/yotsu-yobo

治療と仕事の両立支援

ガイドラインや関連通達、助成⾦等を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000115267.html

「治療と仕事の両⽴⽀援ナビ」では企業の
取組み事例、各地で開催するシンポジウム
やセミナー等を紹介しています。
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp

化学物質管理

「ラベルでアクション」をキャッチフレーズに、危険
有害性に応じたリスクアセスメントを着実に実施して
いただくための情報を提供しています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/
kag/kagaku_index.html

職場のあんぜんサイト 化学物質 検 索

腰痛予防対策講習会 検 索

主な取組事項については、以下の⽀援体制をご活⽤ください。

メンタルヘルス対策

働き方改革

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き
方を選択できる社会を実現することを目的に、⻑
時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現など
のための措置を講じます。

（働き方・休み方改善ポータルサイト↓）
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
・企業の働き方改革の取組みを知りたい
・制度、⽀援策を知りたい
・企業の「ゆう活」の取組事例を知りたい
・仕事の進め方などの課題別の対策を知りたい

（働き方改革特設サイト↓）
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
・働き方改革関連法とは︖
（労働時間の上限規制、年次有給休暇の時季指定など）
・助成⾦のご案内

メンタルヘルスに関する、法令・通達・マニュアルを掲
載しているほか、「ストレスチェック実施プログラム
（無料）」が利⽤できます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
anzeneisei12/

働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
では、メール・電話・SNS相談窓口を設置しているほか、
職場復帰⽀援の取組事例などを紹介しています。
http://kokoro.mhlw.go.jp/

メンタルヘルス対策・過重労働対策 検 索

検 索

治療と仕事の両⽴ 検 索

働き方改革 検 索

こころの耳

産業保健総合支援

産業保健総合⽀援センターでは、職場のメンタルヘル
ス対策や「治療と仕事の両⽴⽀援」などの産業保健活
動を⽀援するため、企業への訪問指導や相談対応、研
修などを実施しています。また、地域窓口（地域産業
保健センター）では、小規模事業場を対象に、医師に
よる健康相談などを実施しています。
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/
Default.aspx

ストレスチェックの実施や職場環境の改善、
心の健康づくり計画の作成、小規模事業場
の産業医活動などに対して、事業主に費⽤
の助成を⾏っています
https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

産業保健総合支援センター
検 索産業保健関係助成⾦
検 索

主 唱 厚⽣労働省、中央労働災害防⽌協会
協 賛 建設業労働災害防⽌協会、陸上貨物運送事業労働災害防⽌協会、港湾貨物運送事業労働災害

防⽌協会、林業・⽊材製造業労働災害防⽌協会

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

受動喫煙防止対策

職場の受動喫煙防止に取組む事業者を⽀援します。
（職場における受動喫煙防止対策について↓）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

【受動喫煙防⽌に関する各種⽀援事業】
・受動喫煙防⽌対策補助⾦
・受動喫煙防⽌対策に関する相談事業
・たばこ煙濃度など測定のための機器の貸し出し

職場 受動喫煙 検 索

高年齢労働者の健康づくり
「⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン」や「エイジフレンドリー補助⾦」等を紹介してい
ます。
（⾼年齢労働者の安全衛⽣対策について↓）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html

⾼年齢労働者 検 索
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死亡災害は、「清掃と畜業」において、本年３月に死亡災害は発生しております。
休業４日以上の死傷災害は、減少傾向になり、前年比較で０．４％増加の２７５件の発生となり

ました。業種別にみると、増加した業種は、「建設業」で５件（２２．７％）、「商業」で６件（１２．０％）、
「接客娯楽業」で１８件（９０．０％）となり、減少した業種は、「製造業」で３件（２０．０％）、「陸上貨
物運送事業」で１２件（４１．４％）、「保健衛生業」で７件（１１．５％）、「清掃と畜業」で４件（２６．
７％）でした。

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
令和元年

（平成31年）

令和元年

（平成31年）

８月末速報値

令和２年

８月末速報値

その他計 72 68 68 58 56 53 53

清掃と畜業 25 27 38 34 36 24 18

接客娯楽業 32 39 48 54 41 20 38

保健衛生業 95 93 87 109 108 61 54

商業 71 93 112 110 103 50 56

運輸交通業

（陸上貨物

運送事業）

92 72 91 110 101 29 17

建設業 67 63 74 55 57 22 27

製造業 17 27 21 24 24 15 12

全体 471 482 539 554 526 274 275
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令和元年

（平成31年）

８月末速報値

令和２年

８月末速報値

三鷹労働基準監督署管内における

労働災害発生状況

～令和２年8月末速報値～

業種別の前年比較グラフ

令和２年

８月末速報値

※印は、運輸交通業から災害発生件数が高い道路貨物運送業と陸上貨物取扱業の合計値とし、業種を陸上貨物運送事業に変更。
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東京都最低賃⾦については現⾏どおりに決定 

三鷹労働基準監督署 

東京労働局⻑は、東京都最低賃⾦を現⾏どおりの時間額 1,013 円とすることを決定しました。 

東京都最低賃金（地域別最低賃金）の改正については、本年 7 月 10 日、東京労働局長から東京地方最

低賃金審議会に対し、諮問を行いました。同審議会は、審議の結果、8 月 5 日、東京都最低賃金時間額

1,013 円については、現行どおりとすることが適当である旨の答申を行いました。 

 これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金を 1,013 円と

する決定を行いました。 

東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・

臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。なお、派遣

中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。 

東京都最低賃金以上であるかの確認等にあたって、ご不明な点がありましたら、三鷹労働基準監督署

方面（電話 0422-67-0651）にお問い合わせください。 

 

 東京労働局では、引き続き、最低賃金額を始めとする最低賃金制度の周知を行うとともに、中小企業・

小規模事業者に対する支援施策を推進していきます。 
 
１ 業務改善助成金（※申請期限：令和３年１月２９日） 

東京都内に所在する中小企業・小規模事業者が、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性

向上のための設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）などを行った場合に、

その費用の一部を助成するものです。 
業務改善助成金については、「東京働き方改革推進支援センター」（ 0120-232-865）にお尋ねく

ださい。 
 

２ 「東京働き方改革推進支援センター」（ 0120-232-865） 

東京労働局の委託事業として開設され、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者等

を中心に、非正規労働者の処遇改善、労働時間の短縮、生産性向上による賃金引上げ、労働関係の助成

金の活用及び人手不足の緩和等の取組を支援するため、専門家による相談対応（電話・メール・対面・

訪問）や出張相談会・セミナー等を実施しています。 



　労働保険（労災保険・雇用保険）は、労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に必要な保険給付を行
い、また労働者の方が失業した場合の失業手当等の給付や再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
　労働保険は労働者を一人でも雇用する事業主に加入が義務づけられています。まだ加入手続きがお済みでない事業主
は、早急に手続きを行ってください。

事業主の皆様

　●雇用保険は　ハローワーク三鷹（三鷹公共職業安定所）
　　　　　　　　雇用保険適用課　TEL : 0422－47－8623

 　お問い合わせ先

　●労災保険は　三鷹労働基準監督署
　　　　　　　　労災課　TEL : 0422－67－3422

労働保険（労災保険・雇用保険）の加入手続きはお済みですか？
～ 11月は労働保険適用促進強化期間です ～

職長及び安全衛生責任者教育
11月19日（木）～ 20日（金）
たましんRISURUホール

有機溶剤作業主任者技能講習
11月12日（木）～ 13日（金）
八王子労政会館

安全衛生推進者養成講習
11月17日（火）～ 18日（水）
八王子労政会館

フォークリフト運転技能講習Ｃ
　　  11月５日（木）
八王子労政会館
　　  11月７日（土）・８日（日）・14日（土）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

アーク溶接等の業務特別教育講習
　　  11月７日（土）・８日（日）
昭和飛行機工業（株）
　　  11月14（土）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

フォークリフト運転技能講習Ａ
　　  11月28日（土）
たましんRISURUホール
　　  12月５日（土）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

フォークリフト運転技能講習Ｃ
　　  11月28日（土）
たましんRISURUホール
　　  11月29日（日）・12月５日（土）・
６日（日）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習
12月８日（火）～９日（水）
八王子労政会館

衛生推進者養成講習
１月27日（水）
たましんRISURUホール

フォークリフト運転技能講習Ａ
　　  １月23日（土）
トヨタドライビングスクール東京
　　  １月30日（土）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

フォークリフト運転技能講習Ｂ
　　  １月22日（金）～ 23（土）
トヨタドライビングスクール東京
　　  １月30日（土）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

フォークリフト運転技能講習Ｃ
　　  １月23日（土）
トヨタドライビングスクール東京
　　  １月24日（日）・30日（土）・31日（日）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

フォークリフト運転技能講習D
　　  １月22日（金）～ 23日（土）
トヨタドライビングスクール東京
　　  １月24日（日）・30日（土）・31日（日）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

玉掛け技能講習
　　  １月16日（土）～ 17日（日）
たましんRISURUホール
　　  １月24日（日）
昭和飛行機工業（株）

学 科

実 技

年末年始災害防止大会【中止】


