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アメリカ合衆国労働省労働統計局が 2016 年 11 月 10 日に発表した 2015 年における休業災害の公

表資料中の表 1－9まで 

 
（訳者注：この発表に収載された関連する表にアクセ

スできるウェブサイトは、次のとおりである。） 
 
 

 Table 1. Number, median days away from 

work, and incidence rate for nonfatal 

occupational injuries and illnesses involving 

days away from work by ownership, industry, 

musculoskeletal disorders, and event or 

exposure, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t01.htm 

 Table 2. Number, median days away from 

work, and incidence rate for nonfatal 

occupational injuries and illnesses involving 

days away from work by ownership, industry, 

and nature of injury, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t02.htm 

 Table 3. Number, incidence rate, and 

median days away from work for nonfatal 

occupational injuries and illnesses involving 

days away from work by selected worker 

occupation and ownership, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t03.htm 

 Table 4. Number, incidence rate, and 

（訳者注：左欄のとおり。なお、左欄に掲げられて輪

部サイトの日本語仮訳をこの欄に掲げておく。また、こ

れらの表については、別に資料として添付してある。 
 

 表 1．作業からの休業を含む非致死的な職業

上の傷害及び疾病についての、経営主体者

別、産業別、筋骨格系の傷害別並びに出来事

及びばく露別の件数、休業日数の中央値及び

発生率、2015 
 
 
 
 
 
 
 

 表 2．数、作業からの休業を含む非致死的な

職業上の傷害及び疾病についての、経営主体

者別、産業別及び傷害の性質別の件数、休業

日数の中央値及び発生率、2015 
 
 
 
 
 

 表 3．作業からの休業を含む非致死的な職業

上の傷害及び疾病についての、選択された労

働者の職業別及び経営主体者別の、件数、発

生率及び休業日数の中央値、2015 
 
 
 
 
 
 

 表 4．作業からの休業を含む非致死的な職業

性傷害及び疾病についての、傷害又は疾病の
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median days away from work for nonfatal 

occupational injuries and illnesses involving 

days away from work by injury or illness 

characteristics and ownership, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t04.htm 

 Table 5. Number, incidence rate, and 

median days away from work for nonfatal 

occupational injuries and illnesses involving 

days away from work by gender, age groups, 

length of service, race or ethnic origin, by 

ownership, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t05.htm 

 Table 6. Incidence rates for nonfatal 

occupational injuries and illnesses involving 

days away from work per 10,000 full-time 

workers by injury or illness characteristics, 

gender, and age groups, all ownerships, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t06.htm 

 Table 7. Incidence rates for nonfatal 

occupational injuries and illnesses involving 

days away from work per 10,000 full-time 

workers by selected worker occupation and 

nature of injury or illness, all ownerships, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t07.htm 

 Table 8. Incidence rates for nonfatal 

性質別、経営主体別の、件数、発生率及び休

業日数の中央値、2015 
 
 
 
 
 
 

 表 5．作業からの休業を含む非致死的な職業

性傷害及び疾病についての、性別、年齢階層

別、従事年数別、起源となる人種又は民族別、

経営主体別の、件数、発生率及び作業からの

休業日数の中央値、2015 
 

 
 
 
 
 

 表 6．作業からの休業を含む非致死的な職業

性傷害及び疾病についての、傷害又は疾病の

性質別の、フルタイム労働者 10,000 人当た

りの発生率、2015 
 
 
 
 
 
 

 表 7．作業からの休業を含む非致死的な職業

性傷害及び疾病についての、選択された労働

者の職業別、傷害又は疾病の性質別、すべて

の経営主体別の、フルタイム労働者 10,000
人当たりの発生率、2015 

 
 
 
 
 

 表 8．作業からの休業を含む非致死的な職業
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occupational injuries and illnesses involving 

days away from work per 10,000 full-time 

workers by selected worker occupation and 

events or exposures, all ownerships, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t08.htm 

 Table 9. Number, incidence rate, and 

median days away from work for nonfatal 

occupational injuries and illnesses involving 

days away from work and musculoskeletal 

disorders by selected worker occupation and 

ownership, 2015  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.t09.htm 

 HTML version of the entire news release  

http://www.bls.gov/news.release/osh2.htm 

性傷害及び疾病についての、選択された労働

者の職業別、出来事又はばく露別、すべての

経営主体別の、フルタイム労働者 10,000 人

当たりの発生率、2015 
 
 
 
 

 表 9．作業からの休業を含む非致死的な職業

性傷害及び疾病及び筋骨格系傷害について

の、選択された労働者の職業別、経営主体者

別の、件数、発生率及び作業からの休業日数

の中央値、2015 
 

 
 
 
 
 
 

 今回の発表の全体の HTML 版の（公表資料） 
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