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平成29年に発出された主な通達

「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
建設業労働災害防止協会会長

殿

基安発0310第3号 平成29年3月10日
厚生労働省労働基準局 安全衛生部長

熱中症の予防については、第 12 次労働災害防止計画（以
下「12 次防」という。）において、重点とする健康確保・
職業性疾病対策の一つとしてあげられており、平成 20 年
から 24 年までの 5 年間と比較して、平成 25 年から平成
29 年までの 5 年間の職場での熱中症による休業 4 日以上
の死傷者の数（各期間中（5 年間）の合計値）を 20% 以
上減少させる、との目標が設定されているところです。
これまで、平成 21 年 6 月 19 日付け基発第 0619001 号「職
場における熱中症の予防について」に基づく対策をはじめ
として、毎年、重点事項を示して、その予防対策に取り組
んできたところですが、12 次防期間中の発生件数は、平
成 29 年 1 月現在の速報値で、平成 20 年から 24 年までの
5 年間の発生件数の 95％に達し、あと 1 年を残して、12
次防期間中の目標件数を上回る状況となっています。
このうち、平成 28 年における熱中症の発生状況は、死
亡災害については対前年で大幅増加となった平成 27 年を
下回り平成 26 年並みになりましたが、死傷災害について
は、平成 27 年と同程度となる見込みです。
熱中症の予防のためには、その発症の評価指標となる
WBGT 値（暑さ指数）を測定し、その結果に基づき適切
な措置を講じることが必要ですが、今般、簡易に WBGT
値を測定できる「電子式湿球黒球温度（WBGT）指数計」
について、その精度を担保するための日本工業規格が制定
され、JIS B 7922 として 3 月 21 日に公示される予定となっ
ています。
このような状況を踏まえ、日本工業規格に準拠した
WBGT 測定器の普及を図り、職場における熱中症予防対
策の徹底を図ることを目的として、厚生労働省と貴会が主
唱者となり、関係省庁との連携の下、別添のとおり標記キャ
ンペーンを実施することとしたところです。
厚生労働省におきましては、別添の 7（１）の事項（略）
について実施することとしておりますが、貴会におかれま
しても、別添の 7（２）の事項（略）につきまして、実情
に応じた効果的な手法により実施していただきますようお
願いいたします。また、会員事業場等に対し、その御周知
を図っていただきますとともに、各事業場において確実な
取組が行われますよう、特段のご配慮をお願いいたします。
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１

趣 旨
熱中症については、第 12 次労働災害防止計画（以下「12
次防」という。）において、重点とする健康確保・職業性
疾病対策の一つとしてあげられており、平成 20 年から 24
年までの 5 年間と比較して、平成 25 年から平成 29 年まで
の 5 年間の職場での熱中症による休業 4 日以上の死傷者の
数（各期間中（5 年間）の合計値）を 20% 以上減少させる、
との目標が設定されている。これまで、平成 21 年 6 月 19
日付け基発第 0619001 号「職場における熱中症の予防につ
いて」に基づく対策をはじめとして、毎年、重点事項を示
して、その予防対策に取り組んできたところであるが、12
次防期間中の発生件数は、平成 29 年 1 月現在の速報値で、
平成 20 年から 24 年までの 5 年間の発生件数の 95％に達し、
あと 1 年を残して、12 次防計画期間中の目標件数を上回り、
また、80 名を超える労働者が死亡している状況にある。
このため、熱中症による死亡災害ゼロを目指し、12 次
防の最終年となる平成 29 年の下記期間において、事業場
における責任体制の確立を含めた熱中症予防対策の徹底を
図ることを目的とし、本キャンペーンを展開することによ
り、重点的な取組を推進し、今後の効果的な対策の推進の
端緒とする。
２

期 間
平成29年5月1日から9月30日までとする。
なお、4 月を準備期間とし、政府全体の取組である熱中
症予防強化月間の 7 月を重点取組期間とする。
３

主 唱
厚生労働省、建設業労働災害防止協会ほか災害防止団体

等
４

以下（略）
詳しくは厚生労働省 HPを参照してください。

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について
建設業労働災害防止協会会長

殿

基発0316第1号 国土専建第37号 平成29年3月16日
厚生労働省労働基準局長／国土交通省土地・建設産業局長

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法
律（平成28年法律第111号）が平成28年12月16日に公布され、
平成29年3月16日に施行されました。
同法は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、
基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責
務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健
康の確保に関する施策の基本となる事項を定めるものです。
同法の概要は下記のとおりであり、今後、政府としては、
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同法第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健
康の確保の推進に関する基本計画を策定し、関連施策を総
合的かつ計画的に推進していくこととしています。
貴団体におかれましては、法の施行について会員等に周
知いただくともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保
の推進に向けた一層の取組と、国又は都道府県が実施する
関連施策への御協力をお願い申し上げます。

記
第１

総則

１

目的（第1条関係）
この法律は、国民の日常生活及び社会生活において建設
業の果たす役割の重要性、建設業における重大な労働災害
の発生状況等を踏まえ、公共工事のみならず全ての建設工
事について建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るこ
とが等しく重要であることに鑑み、建設工事従事者の安全
及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道
府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設
工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本とな
る事項を定めること等により、建設工事従事者の安全及
び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって建設業の健全な発展に資することを目的とすること。
２ 定義（第2条関係）
（1）この法律において「建設工事」とは、建設業法第2条
第1項に規定する建設工事をいうこと。
（2）この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事
に従事する者をいうこと。
（3）この法律において「建設業者」とは、建設業法第2条
第3項に規定する建設業者をいうこと。
（4）この法律において「建設業者等」とは、建設業者及び
建設業法第27条の37に規定する建設業者団体をいうこと。
３ 基本理念（第3条関係）
（1）建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の
請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定め
られることにより、行われなければならないこと。
（2）建設工事従事者の安全及び健康の確保は、このために
必要な措置が建築物等の設計、建設工事の施工等の各
段階において適切に講ぜられることにより、行われな
ければならないこと。
（3）建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事従
事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事
従事者の意識を高めることにより、安全で衛生的な作
業の遂行が図られることを旨として、行われなければ
ならないこと。
（4）建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事従
事者の処遇の改善及び地位の向上が図られることを旨
として、行われなければならないこと。
４

国の責務（第4条関係）
国は、3の基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全
及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施
する責務を有すること。
５

都道府県の責務（第5条関係）
都道府県は、3の基本理念にのっとり、国との適切な役
割分担を踏まえて、当該都道府県の区域の実情に応じた建
設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を策定
し、及び実施する責務を有すること。
６

建設業者等の責務（第6条関係）
建設業者等は、3の基本理念にのっとり、その事業活動
に関し、建設工事従事者の安全及び健康の確保のために必
要な措置を講ずるとともに、国又は都道府県が実施する建
設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策に協力す
る責務を有すること。

７

法制上の措置等（第7条関係）
政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する
施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措
置その他の措置を講じなければならないこと。
第２

基本計画等

１ 基本計画（第8条関係）
（1）政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関す
る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、建設工
事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画
（以下1及び2（1）において「基本計画」という。）を策
定しなければならないこと。
（2）基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす
ること。
① 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施
策についての基本的な方針
② 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、政
府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
③ ①及び②に掲げるもののほか、建設工事従事者の
安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項
（3）厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作
成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
（4）厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作
成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の
長に協議しなければならないこと。
（5）政府は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これ
を国会に報告するとともに、インターネットの利用そ
の他適切な方法により公表しなければならないこと。
（6）政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関す
る状況の変化を勘案し、並びに建設工事従事者の安全
及び健康の確保に関する施策の効果に関する評価を踏
まえ、少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、
必要があると認めるときには、これを変更しなければ
ならないこと。
２ 都道府県計画（第9条関係）
（1）都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県にお
ける建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計
画（2において「都道府県計画」という。）を策定する
よう努めるものとすること。
（2）都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。
第３

基本的施策

１ 建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積
算等（第10条関係）
国及び都道府県は、建設工事の請負契約において建設工
事従事者の安全及び健康に十分配慮された請負代金の額、
工期等が定められ、これが確実に履行されるよう、建設工
事従事者の安全及び健康の確保に関する経費（建設工事従
事者に係る労働者災害補償保険の保険料を含む。）の適切
かつ明確な積算、明示及び支払の促進その他の必要な施策
を講ずるものとすること。
２

責任体制の明確化（第11条関係）
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確
保に関する責任体制の明確化に資するよう、建設工事に係
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る下請関係の適正化の促進その他の必要な施策を講ずるも
のとすること。
３ 建設工事の現場における措置の統一的な実施（第12条
関係）
国及び都道府県は、建設工事の現場において、建設工事
従事者の安全及び健康の確保に関する措置が統一的に講ぜ
られるよう、建設業者の間の連携の促進、当該現場におけ
る作業を行う全ての建設工事従事者に係る労働者災害補償
保険の保険関係の状況の把握の促進その他の必要な施策を
講ずるものとすること。
４ 建設工事の現場の安全性の点検等（第13条関係）
（1）国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の
確保を図るため、建設工事の現場の安全性の点検、分析、
評価等に係る建設業者等による自主的な取組を促進す
るものとすること。
（2）国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の
確保を図るため、建設工事従事者の安全及び健康に配
慮した建築物等の設計の普及並びに建設工事の安全な
実施に資するとともに省力化及び生産性の向上にも配
意した材料、資機材及び施工方法の開発及び普及を促
進するものとすること。
５

建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発

（第14条関係）
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康に関
する建設業者等及び建設工事従事者の意識の啓発を図るた
め、建設業者による建設工事従事者の従事する業務に関す
る安全又は衛生のための教育の適切な実施の促進、建設業
者等による建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の
啓発に係る自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ず
るものとすること。
第４

建設工事従事者安全健康確保推進会議（第15条関係）

１ 政府は、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機
関（2において「関係行政機関」という。）相互の調整を行
うことにより、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推
進を図るため、建設工事従事者安全健康確保推進会議を設
けるものとすること。
２ 関係行政機関は、建設工事従事者の安全及び健康の確
保に関し専門的知識を有する者によって構成する建設工事
従事者安全健康確保推進専門家会議を設け、1の調整を行
うに際しては、その意見を聴くものとすること。
第５ 施行期日（附則関係）
この法律は公布の日から起算して3月を経過した日（平
成29年3月16日）から施行すること。

職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請について
建設業労働災害防止協会 会長

殿

労働災害の防止につきましては、平素より格別のご協力
を賜り深く感謝申し上げます。
労働災害による休業4日以上の死傷者数は、昨年は前年
より増加し、平成29年も減少傾向がみられず、また、死亡
者数は、昨年は2年連続で過去最少となったものの、平成
29年は対前年比で9.6%（8月末現在）の増加となっており、
極めて憂慮すべき事態です。
このため、別添のとおり、職場における死亡災害撲滅に
向けた緊急要請をいたします。貴団体としての取組を強化
いただくとともに、傘下の会員事業場への周知につきまし
て、特段のご配慮をお願いいたします。

職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請
労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位
のご尽力により長期的には着実に減少してきており、特に
死亡者数は、昨年は2年連続で過去最少となりました。し
かしながら、休業４日以上の死傷者数は、昨年は前年より
増加し、平成29年も減少傾向がみられない状況です。また、
平成29年は死亡災害が夏場に急増し、対前年比で9.6％（8
月末現在）の増加となっております。この傾向が続けば、
死傷災害、死亡災害ともに前年に比べ増加という極めて憂
慮すべき事態も十分想定されます。
特に、8月単月では、死亡災害は、前年同月比57.1％の
大幅な増加となっており、ここ最近発生した死亡災害を個
別にみると、基本的な安全管理の取組が徹底されていない
ことによるものが多数見られ、企業の景況感が改善する中、
人手不足が顕在化し、安全衛生管理体制がおろそかになっ
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基安発0992第2号 平成29年9月22日
厚生労働省労働基準局 安全衛生部長
ている状況が懸念されます。
一方、第12次労働災害防止計画では、死亡災害、死傷災
害ともに平成24年比で平成29年までに15％以上減少させる
ことを目標としていますが、平成29年度が最終年度であ
り、上記の労働災害発生状況を踏まえると、相当の危機感
を持って労働災害防止対策に取り組む必要があります。
労働災害は本来あってはならないものであり、特に死亡
災害の撲滅を目指した不断の取組が必要です。また、労働
災害のない職場づくりは、人材を確保・養成し、企業活動
を活性化する上でも、大きなメリットをもたらします。事
業者の皆様におかれましては、死亡災害の撲滅及び労働災
害全体の減少に向け、基本的な安全活動の着実な実施・確
認という原点に立ち返って企業の安全衛生活動を今一度総
点検していただくよう要請いたします。
その上で、労使の皆様をはじめ、関係者が一体となって
以下の取組を徹底し、労働災害防止に努めていただきます
よう、併せて要請いたします。
１ 安全作業マニュアルの遵守状況を確認するなど、職場
内の安全衛生活動の総点検を実施すること
２ 安全管理者、安全衛生推進者、安全推進者等を選任し、
その職務を確実に遂行させるなど、事業場の安全管理体
制を充実すること
３ 雇入れ時教育等を徹底するなど、効果的な安全衛生教
育を実施すること

平成29年9月22日
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長 田中 誠二

緊急要請のポイント
労働災害防止団体、関係事業者団体（約250団体）に対
して、厚生労働省労働基準局安全衛生部長名で緊急要請を
行います。
（1）産業界全体に対する企業の安全衛生活動の総点検など
の要請
労使・関係者が一体となって、基本的な安全管理の取組
をはじめとする以下の労働災害防止活動の徹底を要請。
◦安全作業マニュアルの遵守状況を確認するなど、職場内
の安全衛生活動の総点検を実施すること

◦安全管理者、安全衛生推進者、安全推進者等を選任し、
その職務を確実に遂行させるなど、事業場の安全管理
体制を充実すること
◦雇入れ時教育等を徹底するなど、効果的な安全衛生教育
を実施すること
（2）死亡者数が増加している業種での取組のポイントを明
示
特に死亡者数が増加している業種（建設業、陸上貨物
運送事業、林業、製造業）での労働災害防止のための
取組のポイントは以下のとおり。（建設業以外・略）
（建設業）
◦労働者の立ち入り制限や誘導員の配置など、車両系建設
機械などとの接触防止対策の実施
◦高所作業における作業床の設置、安全帯の着実な使用な
どの墜落・転落防止対策の実施
◦「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づく対
策の実施

≪ 死亡災害が増加している業種での取組のポイント ≫

建設業

●

建設機械などによる「はさまれ・
巻き込まれ」が80.0％（8人）増加

●

●

屋根や足場などからの「墜落・転
落」が6.6％（5人）増加

● 高所作業における作業床の設置、安全帯の着実
な使用などの墜落・転落防止対策の実施

● 「交通事故（道路）」が71.4％（10人）
増加

労働者の立ち入り制限や誘導員の配置など、
車両系建設機械などとの接触防止対策の実施

● 「交通労働災害防止のためのガイドライン」に
基づく対策の実施

墜落・転落災害防止対策強化キャンペーンの実施について（要請）
建設業労働災害防止協会 会長

殿

基発1107第5号 平成29年11月7日
厚生労働省労働基準局長

厚生労働行政の推進につきましては、平素から格段の御
配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成29年9月末時点の建設業における労働災害に
よる死亡者数は212人で、前年同期と比べ20人（10.4％）
の大幅な増加となっています。このうち、墜落・転落災害
によるものは90人と、死亡災害全体の42.5％を占めており、
建設業における労働災害の減少を図るためには、墜落・転
落災害の防止対策の一層の推進が喫緊の課題となっていま
す。
また、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に
関する法律」（平成28年法律第111号）に基づき本年6月に
閣議決定された「建設工事従事者の安全及び健康の確保に
関する基本的な計画」においては、建設業における災害発
生状況を踏まえ、「墜落・転落災害防止対策の充実強化」
として、労働安全衛生規則に基づく措置の徹底を図るとも
に、「足場からの墜落・転落災害防止対策推進要綱」（平成
27年5月20日付け基安発0520第１号の別紙）に示されてい
る、労働安全衛生規則に併せて実施することが望ましい「よ

No more！

り安全な措置」等の一層の普及を図る旨が明記されたとこ
ろです。
このような状況を踏まえ、厚生労働省においては、墜
落・転落災害の防止に向けた重点的な取組として、災害の
多発が懸念される年末年始の2ヶ月間（平成29年12月１日
から平成30年１月31日まで）、「墜落・転落災害防止対策強
化キャンペーン」を展開することとしました。
つきましては、傘下の事業場に対し、別添のリーフレッ
トを活用し、労働安全衛生法令の遵守徹底及び「より安全
な措置」等の普及促進につき、改めて周知いただくととも
に、墜落・転落災害の防止について自主的な取組を一層強
化していただくようお願いいたします。
また、都道府県支部等において、年末年始の機会を捉え
て建設現場に対しパトロールを実施する際は、都道府県労
働局又は労働基準監督署と連携し、墜落・転落災害防止の
ための点検・対策を重点としたパトロールを実施いただき
ますようお願いいたします。

墜落・転落災害＠建設現場

「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」実施！
平成29年秋以降、建設業における死亡災害が前年に比べ
て10%以上増加し、死亡災害のうち約45%が墜落・転落災
害となっています。
厚生労働省では、災害の多い年末年始に取り組んでいた
だいている「年末・年始の無災害運動期間」に合わせて、
「建
設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」

を展開します。
期間中、建設現場における墜落・転落防止対策に重点的
に取り組みますので、各建設現場においても、元請・下請
の皆さまが一丸となって、墜落・転落災害防止対策を推進
しましょう！
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建設業における労働災害の発生状況
飛来・落下
5.1％

その他
12.9％

挟まれ・
巻き込まれ
6.5％
激突され
7.5％

墜落・転落
45.6％
（134 人）

屋根、梁等
29.1％

294人

134人
作業床、歩み板
3.7％
開口部
4.5％

崩壊・倒壊
9.2％ 交通事故
（道路）
13.3％

図1

その他
28.4％

はしご等
5.2％

死亡災害の事故の型別内訳（平成28年）

図2

足場
11.9％

建築物、
構築物
17.2％

墜落・転落災害の発生箇所（平成28年）

墜落・転落災害防止の更なる取組を！！
墜落・転落災害を防止するためには、法令に定める措置
（下記の a〜 iの基本事項）を講ずるだけでなく、より安全
な作業環境を形成していくことが重要です。本キャンペー

ンを契機として、足場からの墜落・転落災害の防止のため
の「より安全な措置」等も積極的に進めていきましょう。

建設現場では、a 〜 i の実施事項（基本事項）を要確認
■

a. 作業床の設置

高さ２ｍ以上の高所作業においては、
足場を組み立てる等の方法により作業床を設けましょう。

■

b. 手すり等の設置

高さ２ｍ以上の作業床の端、開口部等には、
手すり、囲い等を設けましょう。

■

c. 安全帯の使用

梁上の作業など作業床や手すり等の設置が困難なとき、荷の上げ下ろし等で
手すり等を一時的に開放するときは、安全帯を使用させましょう。

■

d. 踏み抜き防止措置

スレート屋根等の上での作業では、歩み板、防網等を設けましょう。

■

e. 足場からの
墜落防止措置

足場（一側足場を除く）には、足場の種類に応じて、
手すり、中さん等の墜落防止措置を講じましょう。

■

f. 足場の点検の実施

毎日の作業の開始前や足場の組立て、変更時には、
事前に足場の安全点検を実施しましょう。

■

g. 作業主任者の選任

高さ５ｍ以上の足場の組立て・解体等の作業を行うときは、
作業主任者を選任しましょう。

■

h. 特別教育の実施

足場の組立て・解体等の作業に労働者を就かせるときは、
当該労働者に対し特別教育を実施しましょう。

■

i. 安全衛生教育

それぞれの
事項を確認して、
■にチェック !

労働者を雇い入れたときは、安全帯の不使用など不安全行動が生じないよう、
墜落・転落防止のための教育を行いましょう。

本足場を設置していても「より安全な措置」等に取り組みましょう
安全性が高い本足場であっても、墜落・転落災害は少な
からず発生しています。
災害の例としては、①荷の上げ下ろしのために足場に一
時的な開口部を設けたところ、そこから墜落した、②筋交
いの隙間や中さんの下方から身を乗り出した際に墜落し
た、③足場の組立・解体時に、手すり等のない足場最上部
から墜落した、など多岐にわたっています。
本足場を設置することで、高所作業の安全性は高まりま
すが、それだけでは完全に墜落・転落災害を防止すること
はできません。このため、厚生労働省では、足場からの墜
落・転落災害の防止のための「より安全な措置」等として、
以下の 3 点を推奨しています。
１：上さん・幅木などの設置
◦ わく組足場の場合
・法定の措置に加え「上さん」を設置すること。
・「手すり先行専用型足場」を設置すること。
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◦

わく組足場以外の足場の場合
・法定の措置に加え「幅木」を設置すること。

２：手すり先行工法、及び「働きやすい安心感のある足場」
の採用
「手すり先行工法等に関するガイドライン」※ に基づい
た手すり先行工法による足場の組立等を行うとともに、働
きやすい安心感のある足場を設置すること。
※厚生労働省のホームページに掲載。
３：足場等の安全点検の確実な実施
足場の組立て・変更時等の点検は、十分な知識・経
験がある者によって、チェックリスト※に基づいて行う
こと。 ※厚生労働省ホームページに掲載。

