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又はポーランド労働保護中央研究所のデータ 
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market of Poland according to the related articles 
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ータを含む。） 

2 ポーランドの労働保護中央研究所―国立研究機関の

ホームページに掲載されているポーランドの労働安全衛
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posted on the website of CIOP-PIB   生システムに関する解説中にあるポーランドの労働市場
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Part Ⅱ  the State of the occupational injuries and 

diseases (including fatal ones)  

第Ⅱ部 労働災害発生状況 
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to Non-fatal and fatal accidents at work by NACE Rev. 

2 activity and sex, from 2015 to 2018 selected data 

from Eurostat 
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について 
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産業分類改訂第 2 版による全産業及び男女計の非致死的

及び致死的労働災害統計 

PartⅢ The System of Occupational Safety and Health 

in Poland 

第Ⅲ部 ポーランドの労働安全衛生システムについて 
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with regard to OSH, posted in the related website of 
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Ⅲ－3：The System of Occupational Safety and Health 

of Poland according to the CENTRAL INSTITUTE 
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INSTITUTE, POLAND (CIOP-PIB) as the updated 

version 

Ⅲ―1 欧州連合労働安全衛生機構（European Agency 

for Safety and Health at Work）のホームページに掲載

されているポーランドの労働安全衛生に関する主要な接

触点（NATIONAL FOCAL POINT）に関する総括的な

説明の英語原文―日本語仮訳 

Ⅲ―2 ポーランド政府の家族、労働及び社会政策省のウ

ェブサイトに掲載されている被雇用者にとっての労働安

全衛生についての基本的な情報に関する英語原文―日本

語仮訳 

 

Ⅲ―3 ポーランドの労働安全衛生システムについて 

Part Ⅳ  the Occupational Safety and Health 
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第Ⅳ部 ポーランドの労働安全衛生法令について 
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