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全国労働衛生週間説明会

さいたま労働基準監督署安全衛生課

第70回全国労働衛生週間



本日の内容
１ 労働災害発生状況及び業務上疾病の状況について

２ 令和元年度（第70回）全国労働衛生週間について

３ 準備期間中に実施する事項ついて

４ 労働安全衛生関係法令の改正について

５ SDSから読み取れること

６ 受動喫煙対策の法改正

７ 当署に寄せられる問合せ~健診関連~
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１ 労働災害発生状況及び業務上疾病の状況について
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２ 令和元年度 全国労働衛生週間について



令和元年度全国労働衛生週間について

１ 全国労働衛生週間スローガン

健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場

２ 期間
１０月１日から１０月７日まで
なお，９月１日から９月３０日までを全国労働衛生週間の準備期間とする。

３ 令和元年度 全国労働衛生週間実施要綱
（１） 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
（２） 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
（３） 労働衛生に関する優良職場，功績者等の表彰
（４） 有害物の漏えい事故，酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練

等の実施
（５） 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催，作文・写真・標語等の掲示，その他労働

衛生の意識高揚のための行事等の実施
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３ 準備期間中に実施する事項ついて



３準備期間中に実施する事項ついて

１ 重点事項
（１） 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
（２） メンタルヘルス対策の推進
（３） 化学物質による健康障害防止対策に関する事項
（４） 石綿による健康障害防止対策に関する事項
（５） 受動喫煙対策に関する事項
（６） 治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
（７） その他の重点事項（腰痛予防対策・熱中症予防対策・事務所や作業場における清潔保持）

２ 労働衛生３管理の推進等
（１） 労働衛生管理活動の活性化 （５） 労働衛生教育の推進
（２） 作業環境管理の推進 （６） 心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施
（３） 作業管理の推進 （７） 快適な職場環境の形成の推進
（４） 健康管理の推進 （８） 職場における感染症に関する理解と取組の促進

３ 作業の特性に応じた事項
（１） 石綿障害予防対策の徹底 （５） 振動障害防止対策の徹底
（２） 粉じん障害防止対策の徹底 （６） 情報機器作業における労働衛生管理対策の推進
（３） 電離放射線障害防止対策の徹底 （７） 酸素欠乏症等の防止対策の推進
（４） 騒音障害防止対策の徹底 （８） その他，有害業務に応じたばく露防止対策の徹底

４ 東日本大震災に関連する労働衛生対策の推進



過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進

１．時間外・休日労働の削減，年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善による
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

２．事業者による仕事と生活の調和（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．改正労働安全衛生法（平成31年4月1日施行）に基づく，労働時間の状況の把握や長時間
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
師からの意見聴取及び事後措置の徹底

５．小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用



化学物質による健康障害防止対策に関する事項

「ラベルでアクション」をキャッチフレーズとした一定の危険・有害な化学物質（SDS交付義務対
象物質）に関するリスクアセスメントの着実な実施等の以下の取組を実施する。

１．製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等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

２．SDS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

４．危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと，また，危険有害性等が不
明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏
まえたばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進

５．皮膚接触や経口ばく露による健康障害防止対策のための適切な保護具や汚染時の洗浄
を含む化学物質の取り扱い上の注意事項の確認

６．特殊健康診断等による健康管理の徹底

７．その他，有害業務に応じたばく露防止対策の徹底
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４ 労働安全衛生関係法令の改正について



労働安全衛生関係法令の改正について

１．労働時間の状況の把握
(安衛法第66条の8の3 安衛則第52条の7の3)

医師による面接指導(※1)を実施するための労働者の労働時間状況の把握
健康管理の観点からすべての労働者が対象

・タイムカード･PCの使用時間の記録 ← 客観的な方法

・記録を作成し，3年間保存

※1 医師による面接指導基準
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間
1か月の総実労働時間ー(1か月の総暦日数÷7×40)



労働安全衛生関係法令の改正について

労働者に対する面接指導

･就業場所の変更･作業転換

･労働時間の短縮，深夜業の回数減少 面接指導の実施
医師の意見聴取 ･衛生委員会への報告 等 ･勤務状況･疲労の蓄積

状況の把握
･メンタルヘルスの確認

･把握結果に基づく指導

事業者 労働者

①申出 ああああああああああああ

②面接指導実施の通知 あああ

⑤事後措置実施 ああああああ

医師(産業医等)

④
③



労働安全衛生関係法令の改正について

２．面接指導の実施(安衛法第66条の8)

・面接指導の要件：
週の実労働時間が40時間を超えた時間が
1月当たり80時間超(←改正前：月100時間超)で疲労の蓄積が認められる者で申出者

・労働者へ労働時間情報を通知
1月当たり80時間を超えた場合，事業者が当該労働者に速やかに
超えた時間に関する情報を通知

・研究開発業務従事者については，月100時間超の者に対して医師による面接指導の実施
(申出不要)

・高度プロフェッショナル制度適用者については，健康管理時間(※2)を基準に
省令で定める時間を超える者に対して医師による面接指導の実施(申出不要)

※2 健康管理時間
事業場内に所在していた時間＋事業場外での労働時間
健康管理時間について週40時間超の時間が月100時間を超えた労働者を、
一律に面接指導の対象することとされている(平成27年2月13日労働政策審議会建議)



労働安全衛生関係法令の改正について

３．産業医･産業保健機能の強化

・産業医への情報の提供(安衛則第14条の2)
＜事業者＞
○既に講じた健診後の措置，長時間労働者に対する面接指導実施後の措置，ストレス
チェック検査結果に基づく面接指導実施後の措置又は講じようとするこれからの措置内容
＊措置しない場合はその理由も情報提供しなければならない
○1月当たり80時間を超えた労働者の氏名と超えた時間に関する情報

･産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告(安衛則第14条の3)
＜事業者＞
勧告の内容，勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨及び理由)を
衛生委員会に報告

･産業医の独立性･中立性の強化(安衛法第13条)
産業医の産業医学の知識に基づく誠実な職務遂行義務



労働安全衛生関係法令の改正について

３．産業医･産業保健機能の強化

･労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等(安衛法第13条の3)
＜事業者＞
産業医等が産業医学の専門的立場から，労働者の健康管理等を適切に実施できるよう，
産業医等が労働者からの健康相談に応じ，適切に対応するために必要な体制の整備
その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない

･労働者の心身の状態に関する情報の取扱い(安衛法第104条)
＜事業者＞
○労働者が雇用管理において不利益な取扱いを受ける不安なく，健診等を受けられるよう
にするため，労働者の心身の状態に関する情報を収集等するに当たって，健康確保に
必要な範囲内で収集し，保管･使用しなければならない
○労働者の心身の状態に関する情報を管理するため必要な措置を講じなければならない
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５ SDSから読み取れること



SDSから読み取れること

事業者や労働者

ラベルを見て危険
有害性に気づく

SDSを確認
SDSがなければ

供給元に交付を
求める

危険有害性に基
づき

リスクアセスメント
を行う

絵表示で
危険有害性を

確認

リスクアセスメント
の結果をみて
対策を行う

事業者は

労働者は

化学物質
管理を実
効あるもの
にするため

事業者は
労働者に
効果的に
教育･周知
を行うこと
が必要

･化学物質の取り扱い
上の注意事項の確認

･特殊健診等の健康管
理の徹底

･ばく露防止対策の徹底

化学物質管理
の基本フロー



ラベル SDS（安全データシート）

安全データシート
（SDS）
●●●
---------------------
---------------------

-----------
----------
-----------
----------

事業者間の取引時にSDS
を提供し、化学物質の危険
有害性や適切な取扱い方法
などを伝達

ラベルによって、化学物質
の危険有害性情報や適切な
取扱い方法を伝達

（容器や包装に
ラベルの貼付や印刷）

＜ＧＨＳ国連勧告に基づくＳＤＳの記載項目＞

１ 化学品および会社情報 ９
物理的および化学的性質
（引火点、蒸気圧など）

２ 危険有害性の要約（GHS分類） 10 安定性および反応性

３
組成および成分情報
（CAS番号、化学名、含有量など）

11 有害性情報（LD50値、IARC区分など）

４ 応急措置 12 環境影響情報

５ 火災時の措置 13 廃棄上の注意

６ 漏出時の措置 14 輸送上の注意

７ 取扱いおよび保管上の注意 15 適用法令 (安衛法、化管法、消防法など)

８
ばく露防止および保護措置
（ばく露限界値、保護具など）

16 その他の情報

有害性を把握し，リスクアセスメントを実施しましょう。

｢ラベルでアクション｣
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6 受動喫煙対策の法改正



受動喫煙対策の法改正



受動喫煙対策の法改正



受動喫煙対策の法改正



受動喫煙対策の法改正



受動喫煙対策の法改正

受動喫煙対策に係るコールセンター

03 – 5539 – 0303
受付時間9:30～18:15 (土日･祝日は除く)

･受動喫煙対策に関するご質問･ご意見を承るコールセンターです。
･主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問･ご意見等を受け付けています。
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7 当署に寄せられる問合せ～健診関連～



当署に寄せられる問合せ～健診関連～

Q1．定期健康診断実施にあたり，下記例の場合，違反となるのか？？

(例)4月1日に定期健診を実施，
次年度は健診機関の日程の都合上，5月1日の実施となった場合

Q2．定期健康診断受診に係る費用は事業者負担か？？

Q3．定期健康診断実施にあたり，別日程(公休日等)で受診した場合，
その時間に係る賃金の支払い義務は発生するのか？？

Q4. 特定業務従事者(深夜業等)対象の健診結果の報告義務は？？
(例)事業場規模100人，特定業務従事者25人の場合



当署に寄せられる問合せ～健診関連～

Q1．定期健康診断実施にあたり，下記例の場合，違反となるのか？？

(例)4月1日に定期健診を実施，
次年度は健診機関の日程の都合上，5月1日の実施となった場合



当署に寄せられる問合せ～健診関連～

Q2．定期健康診断受診に係る費用は事業者負担か？？



当署に寄せられる問合せ～健診関連～

Q3．定期健康診断実施にあたり，別日程(公休日等)で受診した場合，
その時間に係る賃金の支払い義務は発生するのか？？



当署に寄せられる問合せ～健診関連～

Q4. 特定業務従事者(深夜業等)対象の健診結果の報告義務は？？
(例)事業場規模100人，特定業務従事者25人の場合



ご静聴，有難うございました。


