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熱中症対策は 早期警戒・早期予防！
令和元年(2019年)もまた暑い季節がやってきます。
神奈川労働局の発表では、過去10年(平成 21～30 年)の熱中症による死傷者数は以下の表のとおりと
なっており、特に昨年･平成30年は、過去･最多だった平成22年の35人を大きく上まわり、74人に及んで
います。この内 死亡者数 は4人で、平成 26年以降では最多の数になるという残念な結果になりました。

平成30年(2018年)の熱中症による労働災害発生状況
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000483092.pdf
神奈川労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/H30shishou_kanagawa.pdf
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資料：神奈川労働局

資料：厚生労働省

神奈川県内の月別･発生状況(平成30年)
37

全国を見ると、やはり過去10年間(平成21～30
年)の熱中症による死傷者数は、平成22年に656人
を記録し、その後は400～500人台で推移していた
ところ、平成30年には1,178名と過去最多になり
ました。
死亡者数は28人で、平成29年と比較し、死傷者
数･死亡者数ともに2倍以上に増加しています。
神奈川県内の昨年･平成30年の発生状況を見ると、
7月の発生が最多で8月が2番目になっています。
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資料：神奈川労働局

熱中症･労働災害で書類送検された事例もあります
多量の発汗を伴う作業場には、労働者に与えるために｢塩及び飲料水｣を備えなければならないことが法令で定め
られています(労働安全衛生法第22条第2号、労働安全衛生規則第618条)。｢塩及び飲料水｣の備えがなく、
著しく高温･暑熱で多量の発汗を伴う作業場での作業に従事した労働者が熱中症を発症し死亡した労働災
害の中には、労働基準監督署が書類送検した事例もあります(以下･表はその一部)。

熱中症の予防対策を怠り、発生した熱中症･労働災害の原因に労働安全衛生法違反を認めて、労働基準監督署が書類送検をした事例
労働者の所属事業場の業種

災害発生日

場 所

死亡･休業

災害の概要

建設業(土木工事業)

2001年6月

愛媛県

休業1か月

大型ショッピングセンター新築工事に伴う来客用駐車場舗装工事現場で、高熱アスファルト(140℃)を敷設する作業を行っ
ていた労働者12名の内、1名が作業開始13時間後に熱中症で意識不明の重体になり、救急搬送された(但し、被災労働
者の予後は良好で、災害発生から約1か月後に退院した)。 当日の最高気温は34.6℃、平均気温は28.8℃、平均相対湿
度が64.4%の、現場は暑熱で大量の発汗を伴う作業場だった。

警 備 業

2013年6月

兵庫県

死 亡

市道上のガス管敷設工事現場で交通誘導警備を行っていた労働者が、作業終了の午後5時に休んでいた社用車内で意
識がなく倒れているのを同僚に発見された後、搬送先の病院で死亡が確認された。司法解剖で｢熱中症の疑い｣と死因を診
断された。

建設業(土木工事業)

2015年8月

福島県

死 亡

県道上の道路維持補修工事現場で、除草作業によって刈り取られた草をトラックに積み込む作業を行っていた労働者が熱
中症を発症、搬送先病院で死亡した。

死 亡

個人住宅2階のベランダ改修工事で新たに築造したベランダの防水処理作業に従事していた労働者が正午頃、熱中症の
症状でベランダ上に倒れた。レスキュー隊に救助され病院に搬送されたが、2日後に搬送先の病院で死亡(死因：多臓器不
全)。 当日は最高気温35.8℃、正午過ぎの気温33.2℃、相対湿度56％で、ＷＢＧＴ値(総務省･発表)30℃(厳重警戒レベ
ル)だった。

建 設 業

2018年7月

神奈川県

STOP！熱中症 クールワークキャンペーンは5月～9月から (準備月間:4月)

☆ ｢STOP！熱中症 クールワークキャンペーン｣について
厚生労働省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03739.html
神奈川労働局ＨＰ
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawaroudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/neccyuusyou.html

☆ 熱中症予防対策リーフレット (神奈川産業保健総合支援センター)
https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/1055/201903251435489250.pdf

熱中症予防対策に関するシンポジウム･セミナー等の御案内
○ 熱中症予防対策シンポジウム
6月12日(水)
グランパークカンファレンス（東京）
○ 熱中症予防対策セミナー
6月17日(月)
関東安全衛生サービスセンター（東京）
○ 熱中症予防労働衛生教育インストラクター養成講座
6月17日(月)～6月18日(火) 東京安全衛生教育センター
※ 詳しくは中央労働災害防止協会ＨＰ を御参照ください。
https://www.jisha.or.jp/campaign/neccyusho/neccyu02.html

クールワークキャンペーン期間中の取組 (7月は重点取組期間)
暑さ指数(ＷＢＧＴ値)をきめ細かく把握し、ＷＢＧＴ値によっては、特に屋外作業場の場合、作業時間
帯や作業時間(作業量)の調整を行ってください。 水分･塩分の頻繁な摂取は ｢のどが渇いてなくても｣
“ｍｕｓｔ！”です。
環境省 熱中症予防情報サイト ｢暑さ指数(WBGT)の実況と予測｣⇒http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php

通気性の悪い衣服を着用していれば、熱中症に“なりやすく”なります。衣服の材質によっては、右上の表の
ＷＢＧＴ値に補正値を加え、熱中症の“なりやすさ”を事前にきちんと見極めておくことが大切です。

令和元年度(2019度)[第92回]全国安全週間
準備月間:6月1日(土)～6月30日(日) 本週間:7月1日(月)～7月7日(日)
スローガン ｢新たな時代に PDCA みんなで築こう ゼロ災職場｣
行政と企業･事業場、労働災害防止関係団体等によるこの間の労働災害防止対策の展開と真摯な努力に
よって労働災害は長期的には減少し、平成30年(2018年)の死亡労働災害は前年を下回る見込みです。しか
し 休業4日以上の死傷災害は、転倒災害の増加等によって3年連続で前年を上回る見込みです。業種別では
陸上貨物運送事業や第三次産業で増加率が高く、事故の型別は｢転倒｣や熱中症を主とする｢高温･低温の物
との接触｣で増加率が高くなっています。要因として、基本的な安全対策が不十分なこと、業種を問わず
増加を続けている転倒災害が冬季を中心に発生していることが考えられます。また、近年増加している高
齢労働者対策や今後増加が見込まれる外国人労働者対策をはじめ、就業構造の変化及び働き方の多様化に
も考慮した、日々の仕事が安全なものとなるような取組が求められています。
○ 令和元年度(2019年度) 第92回 全国安全週間 実施要綱
⇒ 厚生労働省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04061.html
中央労働災害防止協会
https://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/index.html
○ 令和元年度(2019年度) 第92回 全国安全週間
神奈川労働局管下の各労働基準監督署管内で開催される安全週間推進大会等一覧(令和元年6月)
⇒ 神奈川労働局ＨＰ
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000431669.pdf
開催する大会の名称

開催日時

署名
特別講演等の題目・講演者
2019年度
横浜南

鶴

見

川崎南

全国安全週間

開催場所

横浜南地区推進大会

6月4日（火）13：15～16：30

演題：『一途一心の野球道』(いちずいっしんのやきゅうみち)
講師：山崎 夏生
氏（元プロ野球審判技術委員）

磯子公会堂
横浜市磯子区磯子3-5-1（磯子総合庁舎内）

第92回全国安全週間鶴見地区推進大会

6月13日（木）13：30～16：20

題目：「小田原北条氏の城と城下町」
講演者：諏訪間 順
氏（小田原城天守閣館長）

横浜市鶴見公会堂
横浜市鶴見区豊岡町2-1

全国安全週間川崎南地区推進大会

6月6日（木）13：15～16：15

題目：「生死を分けた二人のリーダー
～映画『八甲田山』からひも解く「認
識」と「リーダーシップ」～」 演者：プロフェッショナルセーフティーマネージャー

年岡 守

2019年度全国安全週間川崎北地区推進大会
川崎北

6月5日（水）13：30～16：20
山口 英郎

全国安全週間横浜北地区推進大会（建災防単独主催）

横浜北

平

塚

沢

小田原

厚

木

横浜西

6月5日（水）14：30～16：30
神奈川区民文化センターかなっくホール
横浜市神奈川区東神奈川1-10-1

氏

6月11日（火）13：30～16：30

支部長会社（日揮）及び副支部長会社（相模鉄道、山崎製パン）による企業内
安全衛生教育の活動報告

横浜市港北公会堂
横浜市港北区大豆戸町26-1

令和元年度全国安全週間（第９２回）平塚地区促進大会

6月14日（金）13：00～16：20

「企業における災害対応」
スリーエムジャパン株式会社

安全衛生製品事業部学術部

片岡 克己

氏

全国安全週間」湘南地区推進大会

平塚市中央公民館
平塚市追分1-20

大ホール

6月7日（金）13：30～16：40

題目：江戸下町の安全活動
～落語から学ぶ、安全の知恵～
講演者：落語家
三遊亭 多歌介
氏

藤沢市民会館
小ホール
藤沢市鵠沼東8-1

2019年度全国安全週間小田原地区推進大会

6月6日（木）13：30～16：30

特別講演等の題目：迫られる働き方改革！「残業削減・業務効率化」を考える
講演：島田教育総合研究所
代表取締役
島田 義也
氏

小田原市民会館
小ホール
小田原市本町1-5-12

全国安全週間県央地区推進大会

6月5日（水）13：00～16：00

日本の安全の常識は世界の非常識
安全衛生総合調査研究会
みなとみらい労働法務事務所
全国安全週間

相模原

吉岡 千佳

横須賀市立勤労福祉会館（ヴェルクよこすか 6階ホール）
横須賀市日の出町1－5

全国安全週間横浜北地区推進大会（労安協北支部、陸災防北分会他共催）

「第92回
藤

川崎市立労働会館 サンピアンかわさき 大ホール
川崎市川崎区富士見2-5-2

川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
川崎市高津区溝口2-20-1

氏

「何故、転倒災害が増えているのか、今何をすべきか」
中央労働災害防止協会 健康快適推進部 研修支援センター 支援課

「熱中症対策と経口補水液の活用法」
（株）アドバンス
熱中症対策アドバイザー

演題
講師

6階

6月10日（月）13：30～16：05

題目：「つまづき・転倒災害のための筋力アップについて」
講師：聖マリアンナ医科大学
スポーツ医学
教授
藤谷 博人
2019年度（第92回）全国安全週間横須賀地区推進大会

横須賀

氏

フーガ1

菊一 功

相模原地区推進大会

良い職場環境等は
（一社）産業精神保健機構 代表理事 精神保健福祉士
湘南デザイン（株）
代表取締役社長
松岡 康彦
氏

氏

厚木市文化会館
小ホール
厚木市恩名1-9-20
6月7日（金）14：00～16：40
相模原市民会館
13－15

ホール 相模原市中央区中央3－

令和元年度全国安全週間横浜西地区推進大会

6月13日（木）13：30～16：40

「 事故ゼロの現場リーダー
講師：スポーツトレーナー

男女共同参画センター横浜
横浜市戸塚区上倉田町435-1

現場で事故を起こさせないために 」
櫻井 優司
氏

