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陸上貨物運送事業における労働災害発生状況（全国）

国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第13 次
労働災害防止計画」において、陸上貨物運送事業も重点業種として、死傷者数を平
成29年と比較して、令和４年までに死傷年千人率で５％以上減少させることを目標に
している。

○ 死傷者数の約７割は荷役作業中の労働災害

○ 荷役作業中等の「墜落・転落」が約３割と最多

○ 令和２年の死傷者数は平成29年比で6.5％増

○ 令和２年の年千人率は平成29年比で5.3％増

※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く

※令和３年の数字は推計値（令和３年確定値（推計）

※令和３年の千人率の母数の労働者数は令和２年の労働力調査を使用

出典：労働者死傷病報告
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ロールボックスパレット（以下「ＲＢＰ」という。）とは、一般的にカゴ車あるいはカゴ台車
などと呼ばれている人力運搬機で、小売業などにおいても国内で広く普及している。
令和２年に発生した陸上貨物運送事業の荷役作業における休業４日以上の災害のう
ち約1,000件がＲＢＰの取扱い作業中に被災したものである。

② テールゲートリフター利用時が約２割と最多

労働災害の発生原因（令和２年）

出典：労働者死傷病報告
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①ＲＢＰの「不適切な取扱い」※が約８割と最多

※不適切な取扱い例

 車輪ストッパーをかけずに、テールゲートリフ

ターにより昇降したこと

 最大積載量を超えた積載をしたこと

ロールボックスパレットの取扱い作業中の労働災害発生状況



厚生労働省の緊急要請

令和３年９月末、陸上貨物運送業で死傷災害が増加していることを受けて、厚生労働省は、陸
上貨物運送事業労働災害防止協会や全日本トラック協会などの業界団体に対し、災害防止対
策の強化を要請。

協力要請事項
１労働災害発生状況と防止対策の必要性の周知

増加傾向であること、千人率で全産業の約４倍であること
労働災害の約７割が荷役作業時に発生していること等

２重点的に取り組んでいただきたい事項
・「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」に基づく荷台昇降時の墜落・転落災害防止対策の、より
一層の徹底。

・ロールボックスパレット等による災害防止の徹底。今回パン
フレットとチェックリストを新たに作成し、荷役作業に従事
する労働者に、周知、活用し、より一層の安全対策の推進。

３創意工夫による効果的な活動にかかる好事例の収集と展開
職場のあんぜんサイトの活用（労働災害事例、「見える」
安全活動コンクール）



5



ロールボックスパレットによる労働災害防止対策

事業者（陸上貨物運送事業者及び荷主等）が行う実施事項

陸上運送事業の実施事項 荷主等の実施事項

ア ロールボックスパレット等の進行方
向の視界を確保するとともに、ロール
ボックスパレット等と他の物との間に手
足等を挟まれることのないよう、移動経
路を整理整頓しておくこと。

ア 荷主等が管理する施設において、ロー
ルボックスパレット等の進行方向の視界
を確保するとともに、ロールボックスパ
レット等と他の物との間に手足等を挟まれ
ることのないよう、移動経路を整理整頓し
ておくこと。

イ ロールボックスパレット等のキャス
ターが引っ掛かって転倒することを防止
するため、床・地面の凹凸や傾斜をでき
るだけなくすこと。

イ 荷主等が管理する施設において、ロー
ルボックスパレット等のキャスターが引っ
掛かって転倒することを防止するため、
床・地面の凹凸や傾斜をできるだけなくす
こと。

ウ ロールボックスパレット、台車等
（以下「ロールボックスパレット等」と
いう。）を使用して人力で荷役作業を行
う労働者に対し、次項の事項を遵守させ
ること
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① 激突されたり、足をひかれたりする場合に備え、
安全靴を履き、脚部にプロテクターの装着する

② 移動させる場合は、前方に押して動かす
③ 荷台から引き出す場合は、荷台端を意識しながら

押せる位置まで引き出し、その後は押しながら作業する
④ 荷台からテールゲートリフターに移動する場合は、

リフターのストッパーが出ていることを確認する
⑤ 見通しの悪い場所では一時停止して確認するか、

声をかける
⑥ 停止時やカーブを曲がる場合、２ｍ程前から減速する
⑦ 重量が重い場合は、２人で押すこと
⑧ 荷台の上で動かないように

ラッシングベルト等で確実に固定

ロールボックスパレットによる労働災害防止対策

労働者の順守事項
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キャスターの型
2輪固定・2輪旋回＜4輪旋回

使用方法
通常使用時＜中間棚積載時＜折りたたみ時（※）

わずか3～5度で転倒も→

固定型と旋回1型の二種類のキャスターを備えた「複合
キャスタータイプ」は、原則として進行方向に対して、
先頭を固定キャスター、手前を旋回キャスターが来る
ように押すこと。

ロールボックスパレットによる労働災害防止対策

転倒のしやすさ傾向

保管場所にも注意

出展：（独）労働安全衛生総合研究所
労働安全衛生総合研究所技術資料（2015）「ロールボックスパレット起因災害防止に関する手引き」
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フォークリフトによる労働災害防止対策

事業者（陸上貨物運送事業者及び荷主等）が行う実施事項

陸上運送事業の実施事項 荷主等の実施事項

ア 最大荷重に合った資格を有する労
働者に行わせる

ア 陸運事業者の労働者に貸与する場合は、
最大荷重に合った資格を有していることを
確認する

イ 定期自主検査の実施 イ 定期自主検査の実施

ウ 作業計画の作成 ウ 作業計画作成に必要な情報の提供

エ 複数で荷役作業を行う場合には、
作業指揮者の配置する

エ 荷主等の労働者に荷役作業に関し、必
要な安全教育の実施

オ ルール（制限速度、安全通路等）
を定め、掲示する

オ 荷主等の管理する施設において、ルー
ル（制限速度、安全通路等）を定め、掲示
する

カ 構内制限速度の掲示、通路の死角
部分へのミラー設置等

カ 荷主等の管理する施設において、構内
制限速度の掲示、通路の死角部分へのミ
ラー設置等

キ 走行場所と歩行通路の区分する キ 荷主等の管理する施設において、走行
場所と歩行通路の区分する

ク フォークリフトでの荷役作業者に
次頁の事項を遵守させる
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① フォークリフトの用途外使用をしない
② 荷崩れ防止措置を行う
③ 運転時のシートベルト着用（装備している場合）
④ 停車時の逸走防止措置を確実に行う
⑤ 運転席から身を乗り出さない
⑥ 運転者席が昇降方式の場合は、

安全帯を使用等の墜落防止措置を講じる
⑦ 急停止、急旋回を行わない
⑧ 荷役作業場の制限速度を遵守する
⑨ 後進走行時、後方（進行方向）確認を徹底する
⑩ 荷を載せての前進時には、

前方（荷の死角）確認の徹底する
⑪ 安全通路の歩行、荷の陰等から飛び出さない

フォークリフトによる労働災害防止対策

労働者の順守事項



荷役作業時の墜落・転落災害防止対策

事業者（陸上貨物運送事業者及び荷主等）が行う実施事項

陸上運送事業の実施事項 荷主等の実施事項

ア 荷台の上での作業については、でき
るだけあおりに取り付ける簡易作業床や
移動式プラットホーム等を使用するなど
し、荷台のあおりに乗っての作業を避け
ること。

ア 荷主等が管理する施設において、で
きるだけプラットホーム（移動式のものを
含む。）、墜落防止柵・安全ネット、荷台
への昇降設備等の墜落・転落防止のための
施設、設備を用意すること。

イ タンクローリーへの給油作業のよう
にタンク上部に登って行う作業や荷台に
積み上げた荷の上での作業等での墜落・
転落災害を防止するため、できるだけ施
設側に安全帯取付設備（親綱、フック
等）を設置すること。

イ 荷主等が管理する施設において、タン
クローリー上部に登って行う作業や荷台に
積み上げた荷の上での作業等での墜落・転
落災害を防止するため、できるだけ施設側
に安全帯取付設備（親綱、フック等）を設
置すること。

ウ 荷役作業を行う労働者に次項の事項
を遵守させること。

エ 貨物自動車の荷台への昇降設備を用
意すること。
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① 荷役作業を行う前に、貨物自動車周辺の床・地面の凹凸等
を確認すること。また、資材等が置かれている場合には整
理・整頓してから作業を行うこと。

② 不安定な荷の上ではできる限り移動しないこと（一度地面に
降りて移動すること。）。

③ 荷締め、ラッピング、ラベル貼り等の作業は、荷や荷台の上
で行わず、出来る限り地上から又は地上での作業とするこ

と。
④ 安全帯を取り付ける設備がある場合は、安全帯を使用するこ
と。

⑤ 墜落・転落の危険のある作業においては、墜落時保護用の保
護帽を着用すること。

⑥ 荷や荷台の上で作業を行う場合は、フォークリフトの運転者
等から見える安全な立ち位置を確保すること。

荷役作業時の墜落・転落災害防止対策

労働者の順守事項
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⑦ 荷や荷台の上で作業を行う場合は、荷台端付近で背を荷台
外側に向けないようにし、後ずさりしないこと。

⑧ 雨天時等滑りやすい状態で作業を行う場合には、耐滑性の
ある靴（Ｆマーク）を使用すること。

⑨ あおりを立てる場合には、必ず固定すること。
⑩ 最大積載量が５ｔ以上の貨物自動車の荷台への昇降は、昇
降設備を使用すること。最大積載量が５ｔ未満の貨物自動車
の荷台への昇降についても、できる限り昇降設備（踏み台等
の簡易なものでもよい。）を使用すること。

⑪ 荷や荷台、貨物自動車の運転席への昇降（乗降）について
は、三点確保（手足の４点のどれかを動かす時に残り３点で
確保しておくこと）を実行すること。

荷役作業時の墜落・転落災害防止対策

労働者の順守事項
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