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労働災害

死亡災害が 2 年連続で過去最少
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平成28年 労働災害発生状況

識も示した。
同省は、死傷災害については、目標
を達成するには相当の取組が必要とも
指摘。計画の最終年度となる2017年
度は、目標の達成に向け、製造業や建
設業、陸上貨物運送事業、第三次産業
への対策や、死傷災害の２割以上を占
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労働災害防止協会、製造業の主要団体
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策や措置などが検討されている。厚生

ばいとなっている。

協議会」が設立されており、安全対策

厚生労働省では、転倒災害の防止に
ついて、事業場における４S活動（整理、

事故の型別では、死亡災害は「交通

整頓、清掃、清潔）や職場の危険の「見
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」が最も多く、減少傾向

える化」等を進めるため、2015年か

また、鉄鋼業において、2016 年１

にあるものの、全体の約６割を占めて
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いる。また、死傷災害はトラックの荷
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り、「職場における腰痛予防対策指針」

労働省では、その検討結果の普及を行
う、としている。

省では、2016年２月に、鉄鋼業の事
業場に経年設備、安全管理活動に関す

交通事故（道路）を除く労働災害は、
荷役作業時に発生することが多い。そ

に則した取組を促している。
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