
岐阜市事例 1

平成22 年に発生し た公務上死亡災害を教訓に、「 岐阜市職

員安全衛生管理規程」が全面改正さ れ、 法令より も充実し た

安全衛生管理体制が構築さ れまし た。 改正前の公務災害、 メ

ンタ ルヘルス不調による長期病休者率は、 地方公共団体の全

国平均並みでし たが、 平成25 年度以降継続し てそれを下

回っています。

第一に、 法令にはない、「 統括管理者」を設置していること

が挙げられます。 この「 統括管理者」は、 市役所全体における

職員の安全と健康を確保する責任者と しての重要な役割を果

たし ます。

二つ目には、 これも法令にはない、「 職場健康推進員」の設

置です。 この「 職場健康推進員」は、 安全衛生推進者を置かな

い10 人以下の職場ごと に配置さ れているものです。

三つ目も法令にないものですが、 職員への健康支援を担当

する「 保健師」が４ 名配置さ れていることです。「 保健師」は岐

阜市職員安全衛生管理規程では衛生管理者と し ての位置づけ

ですが、 その活動内容から見ると 、 看護専門職とし ての活動

が基本と なっています。

「 岐阜市職員安全衛生管理規程」第６ 条に統括管理者の選

任・ 職位（ 立場）・ 役割が示さ れ、 第７ 条－第13 条に、 事業区

分ごと に、 総括安全衛生管理者、 安全管理者、 衛生管理者、

健康管理医（ 産業医）、 作業主任者、 安全衛生推進者、 職場健

康推進員についての選任・ 職位（ 立場）・ 役割が明示さ れてい

ます。

統括管理者は、 市長直轄の行政部長職にある人がその役を

担い、 ７ 名の総括安全衛生管理者相互間の連絡および調整を

行う こと 、 職員の健康管理の状況を把握し 統計を作成するこ

とを任務と しており 、 岐阜市全体の安全衛生管理を統括する

役割と し て重要な位置づけを持っています。

総括安全衛生管理者は７ つの事業区分ごと に置かれ、 庁舎

では行政部長、 鵜飼観覧船事務所ではぎふ魅力づく り 推進部

長、 清掃事業所では環境部長といったよう に、 部長クラスの

責任者がその役を担っています。 安全管理者は３ つの事業区

分、 衛生管理者と 健康管理医（ 産業医）は11 事業区分ごと に

必要な人数が配置さ れています。

労働安全衛生法に則って、 50 人以上の事業場には安全管

理者・ 衛生管理者が、 10 人以上50 人未満の事業場には安全

衛生推進者が選任さ れていますが、 すべての職員への安全衛

生が行き渡ること を目指し て、 岐阜市では10 人未満のと こ

ろには、 職場健康推進員が配置さ れています。 職場健康推進

員は所属長を補佐し 、 健康の増進ならびに安全衛生に関する

知識の普及および向上に関する業務を行いますが、 これらの

人々の活動ならびに安全衛生推進員の第一線での地道な活動

が、 岐阜市の安全衛生活動の大きな推進力になっています。

現在の法令では、 職域保健師は衛生管理者と し て機能する

こと が求められています。 そのため、「 岐阜市職員安全衛生

管理規程」でも職域保健師に関する規定はなく 、 衛生管理者

についての規定に則った活動が行われています。 つまり 、 ①

健康に異常のある者の発見及び処置に関すること 、 ②作業環

境の衛生上の調査に関すること 、 ③作業条件、 施設等の衛生

上の改善に関すること 、 ④労働衛生保護具、 救急用具等の点

検及び整備に関すること 、 ⑤衛生教育、 健康相談その他職員

の健康保持に必要な事項に関すること 、 ⑥職員の負傷及び疾

病並びにこれらによる死亡、 欠勤及び異動に関する統計の作

成に関すること 、 ⑦当該事業の職員が行う 作業が他の事業の

職員が行う 作業と 同一の場所において行われる場合における

衛生に関し 必要な措置に関するこ と 、 ⑧衛生日誌の作成等、

職務上の記録の整備に関すること が求められています。

当然のことながら、 ４ 名の職域保健師は、 これらの業務は

実施し ていますが、 岐阜市での重要な健康課題である、 メ ン

タ ルヘルス対策や生活習慣病対策の推進、 安全管理対策の実

施などに対応するために、 看護専門職とし てきめ細やかな活

動も行っています。 さ らには健康管理医（ 産業医）をはじ め、

さ まざまな専門職、 職員厚生課の事務職・ ラ インの管理者、

安全管理者・ 衛生管理者・ 安全衛生推進者・ 職場健康推進員と

協働し 、年度ごと の健康管理事業実施方針を定め、その評価、

そして改善といった、 PDCAサイクルを回し ての堅実な活動

を行っています。 特に、 メ ンタルヘルスに関する職域保健師

による健康相談は、 利用者が多く 令和３ 年度には783 件と

いった状況でし た。

安全衛生を推進し 、その意識や文化を発展さ せるためには、

職員の安全衛生管理規程が重要です。 岐阜市の規程は７ 章で

構成さ れており 、 緻密でわかり やすい内容です。

第１ 章　 総則（ 目的、 定義、 所属長の責務、 職員の責務）

第２ 章　 安全衛生管理体制（ 安全衛生管理体制、 統括管理者、

総括安全衛生管理者、 安全管理者、 衛生管理者、 健

▲ ▲

要旨・ ポイント

▲ ▲

岐阜市の「 安全衛生管理体制」の
特徴的な取り 組み

▲ ▲
安全衛生に係る人材の選任状況とその役割

安全衛生活動の核となる職域保健師の活躍

充実した岐阜市職員安全衛生管理規程
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●人　 口　 402 , 4 0 0 人（ R5 . 1 . 1 現在）

●世帯数　 185 , 0 6 0 世帯

●職員数 4,182人（ R4.4.1現在）

内訳 一般行政 1,910人
教育 325人

消防 652人

公営企業 1,295人

康管理医、 作業主任者、 安全衛生推進者、 職場健康

推進員、 任期）

第３ 章　 衛生委員会及び安全衛生委員会（ 設置、 所掌事項、

委員会の構成、 任期、 委員長、 会議、 庶務、 委任、

単位の委員会）

第４ 章　 安全衛生管理（ 危険又は健康障害を防止するための

措置、 機械等及び有害物に関する規制、 安全衛生教

育、 危害を生じるおそれの高い業務の従事者、 職場

環境の整備）

第５ 章　 健康管理（ 健康診断の実施、 採用時の健康診断、 健

康診断結果の報告等、 健康診断結果等の判定及び事

後措置、 面接指導、 面接指導の結果及び事後措置、

面接指導の結果に係る記録の作成及び保存、 心理的

な負担の程度を把握するための検査の実施、 検査結

果の通知等、 面接指導の実施、 準用、 疾病の報告等、

休養の必要な職員の義務、 健康診断書等の記録、 復

職等の手続き）

第６ 章　 職員保健審査会（ 設置、所掌事項、組織、委員の任期、

会議、 庶務、 再審査等の申請）

第７ 章　 雑則（ 行政委員会等の職員への準用、 その他）

岐阜市の特徴的な取り 組みとし て設置さ れている統括管理

者は、 さ まざまな事業区分ごとに行われている安全衛生活動

を岐阜市全体と し て統括する大切な役割を担います。 多忙な

行政部長があて職と してその任を担っていますので、 行政部

に属する職員厚生課が、 全面的にサポート をし ています。

総括安全衛生管理者はあて職であり 、 研修受講が必須であ

る安全管理者、資格が必要である衛生管理者などの持つ知識・

技術を活用し任に当たること になり ます。

55 名の安全衛生推進者と 146 名の職場健康推進員は、 現

場の第一線で、 所属長と と もに活発な安全衛生活動を行って

おり 、岐阜市の安全衛生活動の推進に大きく 貢献しています。

健康管理医（ 産業医）は基本的には医師会からの推薦を得た

開業医7 名と 市民病院からの2 名の計9 名体制ですが、 職域

保健師と の緊密な連携のもと 、 安全衛生管理規程に則った多

く の職務を行っています。

安全衛生に関する取組状況・ 人材の活用状況は、 さ まざま

であり 、 十分できている部局もあり ます。 他部局の取り 組み

を知る機会を計画的に作ることで、 優れた取り 組みを波及さ

せる、 モチベーショ ンアッ プさせる、 新たな課題に気づく な

ど人材育成効果が得られると 思われます。

岐阜市では前年度の健康管理事業を総括し 、 その結果なら

びに過去のデータ をもと に次年度の事業計画が立てられてい

ます。 ここには令和３ 年度の結果をもとに作成された令和４

年度の事業実施方針を以下に紹介し ます。

事業目的：身体的・ 精神的・ 社会的に健康で安心し て働ける環

境づく り

重点項目：

（ 1）メ ンタルヘルス対策の推進

スト レスチェ ッ ク、 新任昇格者へのグループミ ーティ ン

グ、 ラインケアの充実（ 全課長への研修）、 職場環境改善

検討会の活用などを行い、 心の健康増進を図り 、 明るく

活力に満ちた職場づく り を推進し 、 長期病休者の減少を

目指す。

（ 2）生活習慣病予防対策の推進

健康管理医、 保健師による健康診断事後指導対象者への

面接指導（ 重症化の防止に着目した面接指導、 精密検査未

受診者の把握及び受診勧奨）を行い、 職員が自らの健康状

態を把握し 、 生活習慣病の予防及び重症化の防止を図る。

（ 3）安全管理対策の実施

安全衛生委員会の実施、 ５ Ｓ（ 整理・整頓・ 清掃・ 清潔・ しつ

け）の推進により 、 職場の安全管理意識の向上を目指す。

ちなみに、 事業の実施結果についてその効果を示し ます。

（ 1）メ ンタルヘルス対策の推進

岐阜市における「 メ ンタ ルヘルス不調による長期病休

者」の割合は、 令和元年度が1 .10（ 1 .6 4）、 令和２ 年

度が1.42（ 1 .7 1 ）であり 、（ 　 ）内に示し た地方公共団

体全国平均に比較して低い状況です。

（ 2）作業関連疾患（ 生活習慣病）予防対策の推進

生活習慣病の予防及び重症化の防止を図るための精密

検査受診率の向上について、 令和元年度には63 .1％で

あったものが、 令和２ 年度には65 .1％、 令和３ 年度に

は64 .2％と なっています。 これは健康管理医ならびに

保健師による面接指導に加えて、 所属長に協力を得て

早期の受診を呼びかけていること が功を奏し ていると

のこと です。

岐阜市では、 岐阜市職員の心の健康づく り 計画及びスト レ

スチェ ッ クの基本方針を策定しています。 計画は７ 章で構成

さ れており 、 その中で、「 計画の基本方針」と し て「 心の健康

の保持増進を図ることは、 質の高い行政サービスを提供する

と ともに、 市の健全な発展と いった観点からも重要であるた

め、 以下の取り 組みを積極的に推進する」と さ れています。

安全衛生に係る選任された人材の活動状況

岐阜市における

令和４ 年度　 健康管理事業実施方針

岐阜市職員心の健康づく り 計画及び

スト レスチェ ッ ク基本方針

平成31年3月（ 令和2年12月改定）
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岐阜市職員心の健康づく り 基本方針

1 メ ンタ ルヘルス対策に積極的に取り 組み、 心身と もに健

康で働きやすい職場の環境作り を推進します。

2 すべての職員が自身のスト レスに適正に対処し 、 自ら 心

の健康づく り に取り 組むこと ができるよう 、 教育・ 研修及

び情報提供を行い、 メ ンタ ルヘルスに関する意識向上を

図り ます。

3 スト レスチェ ッ ク 制度を活用し た職場環境改善等に取り

組むこ と により 、 メ ンタ ルヘルス不調を未然に防止する

「 一次予防」に努めます。

4「 二次予防」と し てメ ンタ ルヘルス不調と なっ た職員の早

期発見に努めるとともに、 適切に必要な支援を講じます。

5「 第三次予防」と し て、 病気休暇及び病気休職等により 療

養し ている職員に対し 、 円滑な職場復帰を図ると と もに、

再発防止に取り 組みます。

6 メ ンタ ルヘルスに関する個人情報については、 法令等を

遵守し 、 適正に取り 扱います。

　 また、メ ンタ ルヘルス体制を図式化し 、職員、管理監督者、

安全管理者・ 衛生管理者・ 安全衛生推進者・ 職場健康推進員、

産業保健スタ ッ フ、 人事労務担当者、 専門機関、 安全衛生

委員会、 過労死等防止対策会議のそれぞれの役割と 連携に

ついて、 明示さ れています。

岐阜市には全部で７ つの安全衛生委員会があり 、 それぞれ

の事業区分のニーズに従った委員会が開催さ れています。

それらを束ねる中央安全衛生委員会（ 協議会）は設置さ れて

いないのですが、 市長直轄の位置づけにある行政部長が兼務

する統括管理者によって全体の調整が行われ、 ７ つの委員会

が効果的に運営さ れる仕組みと なっています。

それでも７ つの委員会の活動には温度差があり ますが、 最

も活性化さ れているのは、 消防本部及び消防署です。

平成22 年に発生し た、 訓練中の死亡事故を契機と し て、

「 二度と 事故は起こさ ない」と の強い決意のもと 、 職場の安全

について根本から見直し が行われまし た。

消防本部の安全衛生委員会も強化さ れ、 消防本部全体の委

員会のほかに、 消防本部と 各消防署それぞれに委員会が設け

られまし た。 いずれも毎月1 回必ず開催さ れ、 現場から提議

さ れる大小さまざまな課題が調査審議さ れ、 その結果を受け

て、全員参加の安全衛生活動が実施さ れること になり まし た。

これは事故から 10 年以上経過し た現在も変わるこ と なく 継

続されています。

また、 消防本部では専属の保健師を雇用し 、 保健師は消防

職員全員と 面談すること により 、 ハラスメ ント をはじ めと し

たメ ンタ ルヘルス問題や体の健康づく り に関するさまざまな

健康相談に応じ ています。 さ らに職員厚生課と の連絡を密に

し 、 岐阜市全体の安全衛生活動を視野に入れ、 きめ細やかな

健康支援を行っています。

まさ に平成22 年の事故後の決意が、 脈々と 今に受け継が

れ、 このよう な実のある安全衛生活動につながっています。

岐阜市職員心の健康づく り 計画及び
スト レスチェ ッ ク基本方針（ 令和2年12月改定）

効果をもたらす安全衛生委員会の工夫

消防本部及び消防署の

安全衛生委員会・ 安全衛生活動

健康相談だより（ 令和４ 年９ 月）

安全衛生委員会による職場巡視                             令和４年９月

職職場場のの がが進進めめらられれてていいまますす！！ 

安安全全衛衛生生委委員員会会にによよるる職職場場巡巡視視（（令令和和４４年年 77 月月））でで、、皆皆ささんんのの職職場場でで様様々々なな改改善善やや創創意意工工夫夫

ががさされれてていいままししたたののでで一一部部ごご紹紹介介ししまますす。。安安全全・・快快適適なな職職場場づづくくりりににおお役役立立ててくくだだささいい。。 

よよりり良良いい職職場場環環境境をを「「職職員員ひひととりり一一人人のの気気づづきき」」ででつつくくりりままししょょうう。。 

通通路路ににはは物物をを置置かかずず 

すすっっききりり安安全全 整整理理整整頓頓ししてて保保管管 

ロロッッカカーー上上のの荷荷物物 

ははララッッククななどどにに 

片片づづけけるるとと安安全全でで 

衛衛生生的的 

消消毒毒液液のの複複数数設設

置置やや強強制制換換気気でで

感感染染対対策策のの徹徹底底 
整整理理整整頓頓のの徹徹底底 

使使いいややすすいい収収納納でで 

作作業業がが効効率率的的 

ホホワワイイトトボボーードドのの代代わわりりににララ

イイテティィンンググシシーートトでで簡簡単単掲掲示示 

安安全全衛衛生生委委員員会会 

事事務務局局：：職職員員厚厚生生課課 

内内線線（（22774455..22774466）） 

住住民民、、職職員員ににわわかかりり

ややすすいい案案内内表表示示 
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最初に感銘を受けたこと は、「 職員安全衛生管理規程」の充

実です。 本文にその骨格を紹介し まし たが、 これらの内容が

毎年のよう に改正さ れ、 今実施し なければならないこと がわ

かり やすく 網羅さ れています。

この度の事例集のメ インであり ます、 安全衛生管理体制で

も法令以上のこと がこの規程に盛り 込まれ、 岐阜市の安全衛

生活動を特徴づけています。 それぞれに紹介さ せていただき

ます。

①統括管理者の設置

労働安全衛生法では、 安全衛生活動は事業場ごと に行われ

ること と さ れていますので、 岐阜市でもそれに則って、 ７ つ

の事業区分ごと に実施さ れています。 それぞれの事業場で課

題の違いもあり ますので、これは意義あること と 思いますが、

岐阜市全体の活動を活性化さ せるためには、 全体を束ねる機

関が必要です。 多く の地方公共団体では、 そのための中央安

全衛生委員会（ 協議会）が設置されていますが、 岐阜市では統

括管理者がその役割を担っています。 統括管理者は市長直轄

の行政部長が担う ことになっており 、 行政部に属する職員厚

生課がその統括管理者のサポート を行っています。 職員厚生

課は岐阜市全体の安全衛生活動に関わり ますので、 この制度

はすべての事業区分の活動の調整が的確に行われると いった

メ リ ッ ト があり 、 安全衛生活動に関する意思決定も迅速に行

われること を学ばせていただきまし た。

②職場健康推進員

法令では50 人以上の事業場に安全管理者・ 衛生管理者を

置き、 10 ～ 50 人未満のと ころには、 衛生推進者・ 安全衛生

推進者を置く こ と を義務付けています。 し かし 、 10 人未満

の事業場にはその規定があり ません。 岐阜市では10 人未満

の事業場も含めて全事業場が一丸と なった安全衛生活動を進

めるこ と を大切にし 、 10 人未満の事業場には、 職場健康推

進員を置く こと と さ れています。 この職場健康推進員は、 当

該職場の所属長が指名し ますが、その役割は所属長を補佐し 、

健康の増進ならびに安全衛生に関する知識の普及および向上

に関する業務を行う こと と さ れています。 まさ に現場の第一

線で安全衛生活動を担い、 保健師が職場巡視する際にも、 彼

らからさ まざまな情報提供や相談を受けること が多いと のこ

とです。 組織全体の安全衛生活動の活性化のために、 このよ

う な制度は大いに参考になると考えます。

岐阜市ではメ ンタ ルヘルスに関するライン化はなさ れてい

ますが、 今後ますます重要性を増す「 安全衛生全体のライン

化」は今後の課題と のこと です。 ライン化のシステムをつく

る際、 職場健康推進員を活用すること も有用と 考えます。

③職域保健師

今から 50 年以上前の昭和47 年、 労働安全衛生法が制定さ

れ、 安全衛生管理体制の専門スタ ッ フと し て、 産業医と 衛生

管理者は配置基準と 業務内容が明示さ れまし た。 し かし 、 保

健師は当時の行政通達で衛生管理者と して機能すること が求

められまし た。 そのため、 岐阜市でも職員安全衛生管理規程

では、 保健師は衛生管理者と して位置付けられています。 し

かし ながら、衛生管理者と 保健師は専門性が異なり ますから、

安全衛生管理規程第9 条の4 に定められている衛生管理者と

し ての業務を 4 名の保健師と 27 名任命さ れているその他の

衛生管理者が同じ よう に実行すること は無理があり ます。

時代の変化と と もに、 産業保健の中心課題がメ ンタ ルヘル

スや作業関連疾患（ 生活習慣病）に変化している現代にあって

は、 保健師は衛生管理者と し てでなく 、 本来の専門性を発揮

する看護専門職と し ての役割を果たすこと が重要です。 つま

り 、 個人に対し ては、 相手を全人的に捉え、 気持ちや生きが

いを尊重し 、 生活適応への支援を行う こと 、 そし て集団/組

織に対し ては、 これらを包括的に捉え、 作業条件ならびに職

場環境の整備への支援を行う こと 、 さ らにはチームで進める

産業保健活動のコーディ ネート を行う こと と いった看護専門

職とし ての役割が求められるよう になってきています。 この

度のヒ アリ ングでは、 本文中にも示し まし たよう に、 保健師

は他の衛生管理者と 異なる活動をし ています。

わが国の産業保健の動向が、「 硬直し た仕組みを柔軟な仕

組みへ」や「 産業保健の担い手の多様化」と なっ ている現在、

岐阜市では法令にはない統括管理者や職場健康推進員が職員

安全衛生管理規程に条文化さ れています。 同様に、 看護専門

職とし ての職域保健師の位置づけが条文化さ れると 、 岐阜市

での保健師の活動がさ らに専門性を発揮できる環境と なり 、

メ ンタ ルヘルス不調者や作業関連疾患、 さ らには公務災害を

予防するう えで大きな効果をもたらすと考えます。 本文で紹

介した、 活発な安全衛生活動が行われている消防本部及び消

防署では、 専任の保健師が独自に雇用され、 看護専門職と し

て活動し ています。 その効果を見ても職域保健師の本来の役

割の条文化は重要と 考えます。

ただ、 消防本部及び消防署が嘱託し ている保健師にはロー

テーショ ンがあり ませんが、 職員厚生課の保健師は、 ５ 年を

めどに地域保健への異動があると 伺いまし た。 職域で看護専

門職と し ての役割を果たすためには、 職員一人ひと り と のラ

ポール形成と バッ クグラウンド 情報の把握、 担当する集団/

組織についての深い理解が欠かせません。 そのため、 看護専

門職と し ての真の力を発揮するためには、「 石の上にも３ 年」

ならず、「 石の上にも 10 年」と いわれています。 それをどう

するか、 これも今後の課題と いえまし ょ う 。

（ 河野　 啓子、 櫻井　 し のぶ）
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