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「組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 未来へつなげよう安全文化」
平成２９年度 全国安全週間県央地区推進大会開催
第二部の特別公演の最初は「世界一精巧で華麗な日本の

６月５日（月）厚木市文化会館小ホールにおいて労働
災害防止４団体共催、厚木労働基準監督署後援のもと、

花火」と題し、( 株 )

全国安全週間県央地区推進大会が２５６名の参加を得て

ファイアート神奈川取

盛大に開催されました。

締役会長の和田吉二様

本大会の開催にあたって、先ず労働災害により尊い命

からお話を頂きまし

を落とされた方々に対して黙祷がささげられ、続いて厚

た。内容は花火の種類

木管内ハイヤータクシー安全協力会長の渡辺様より開会

や製造工程、安全な花

の辞を頂きました。

火の打ち上げ方法につ

次に主催者を代表し（公社）神奈川労務安全衛生協会

いてです。最後に第７０回あつぎ鮎祭り大花火大会の動画

厚木支部長の中山様からは、過去の全国安全週間スロー

（スターマイン）を見せていただき感動のうちに講演が終

ガンの紹介の後「厚木署管内の労働災害発生状況による

了しました。特別講演の最後は「多店舗展開する飲食店の

と、まず労働災害による死亡者数は、平成２８年は４人

労災対策～耐滑性ワークシューズの運用施策～」と題し

で前年から２人の増加となっております。休業４日以上

( 株 ) あきんどスシロー総務部労務監察課長の島田太郎様

の災害については、平成２８年は９０４件で前年から５

からお話をいただきま

件減少していますが、依然として災害発生が高止まりし

した。内容は骨折や重

ている状況です。その要因としては災害防止のノウハウ

度捻挫などを起こす

を蓄積した安全担当者の世代交代による安全水準の低下

ケースが多い転倒災害

や、経験の少ない労働者への効果的な安全教育が行われ

の対策を進めるため独

ていないことが考えられます」と述べられました。

自に開発した耐滑性

続いて厚木労働基準監督署長の炭竈様からは「政府で

ワークシューズを考案

は『１億総活躍社会の実現』に向けた最大のチャレンジ

し効果を上げた事例となっています。中でも靴底のスリッ

として『働き方改革』を進めており、３月末には働き方

プサインで交換時期を明確にしたことで、靴底の摩耗によ

改革実行計画がまとめられました」と力強く述べられま

り滑る転倒を激減することが出来ました。
最後に陸運労災防止協会神奈川県支部厚木分会長の大塚

した。次に、建設業労働災害防止協会神奈川支部厚木分

様より閉会の辞を頂き無事大会が終了致しました。

会長の山本様より大会宣言が読み上げられ、盛大な拍手

詳細はＨＰをご覧ください！！

で採択されました。

（トピー工業 ( 株 ) 綾瀬製造所

最後に厚木労働基準監督署安全衛生課長の永吉様より、
安全週間実施要綱の解説があり第一部が終了致しました。

記載の内容は、 ダイジェスト版です。 詳しくは支部ホームページまで
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ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン
―職場における熱中症死亡ゼロを目指して―
厚生労働省では、労働災害防止団体との連携の下、職場における熱中症の予防のため「STOP ！熱中症

クールワー

クキャンペーン」を展開し、重点的な取組を進めています。
各事業場においては、事業者、労働者が協力して、熱中症防止への取組みを進めましょう！
・職場における熱中症による死傷者数（休業４日以上）は、
平成２２年以降毎年４００人を超えています。

暑さ対策を徹底
しましょう！

・気象庁が発表している夏の平均気温偏差との関係を見る
と、平均気温偏差の大きかった年（例年よりも暑かった年）
には、熱中症が多く発生しています。

暑さ指数の測定
管理体制の確立
作業環境管理
作業管理

・暑さに対応するための対策が不十分であることをあらわ
しています。

健康管理
安全衛生教育

－職場における熱中症の最近の発生状況－
過去５年間の職場における熱中症の発生状況は次のとおりとなっています。

業種別

建設業が最も多く、次いで製造業で多くなっています。これらで全体の半数を占めています。

月別

月別では、７月、８月が多く発生しています。熱に慣れるまでの間は、こまめな休憩が必要です。

時間帯別

時間帯別では、１４時から１６時台に多く発生しています。また、日中の作業終了後に帰宅して
から体調が悪化するケースも散見されます。
異常を感じたらすぐに病院へ連れていくか、救急隊を要請しましょう。

また、職場における熱中症は、年齢を問わず発生しています。若くてもきちんとした対策が必要です。
キャンペーンの詳細については、下記ＵＲＬをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

記載の内容は、 ダイジェスト版です。 詳しくは支部ホームページまで
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新会員のご紹介
当支部には様々な業種の事業所が加入されており、それぞれ特色ある企業活動をされています。平成２９年度
定期総会でご紹介しました通り、８事業所に入会いただきました。（順不同）
・ダイドービバレッジサービス ( 株 ) 厚木営業所
・神奈川中央交通東 ( 株 ) 厚木北営業所
・( 株 ) ファーイースト
・パーカーＳ・Ｎ工業 ( 株 )

・神奈川中央交通 ( 株 ) 綾瀬営業所
・佐久間工藝
・メルクパフォーマンスマテリアルズ ( 株 ) 厚木営業所
・（一財）あんしん財団 神奈川支局

県央地域産業保健センタ－
～地域産業保健事業～

＜小規模事業場向けサービスの内容＞

地域産業保健センターでは、労働者数 50 人未満の小規模
事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛
■労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む）に係る相談
生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを無料

■健康診断の結果についての医師からの意見聴取

で提供しています。ぜひ、ご活用ください。

■長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
■個別訪問による産業保健指導の実施

詳しくは、ホームページをご覧ください（http://www.kanagawas.johas.go.jp/）神奈川産保で検索
県央地域産業保健センター
〒243-0018 厚木市中町 1-8-24
リバーサイドビル 602 号
Tel 046-223-8072 fax 046-223-8072

神奈川産業保健総合支援センター
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 3-29-1
第 6 安田ビル 3 階
Tel 045-410-1160
fax 045-410-1161

平成２９年度 危険予知訓練 （ＫＹＴ） 階層別講習会
～ 管理 ・ 監督者層向け ～

ＧＣＰジャパン株式会社

寺田

芳枝

「ゼロ災でいこう、ヨシ！」、指差し唱和よりスタートし「不安全行動はなぜ起こる？」の講義に続いた。リス
クアセスメントは監督者側からの安全管理（機械、設備、環境、教育指導など）である一方、ＫＹＴは作業者自身
が直面する、あるいは直面するかもしれない危険への気付き自覚と対策が原点となるとの説明を受けた。また監
督者側からの安全管理で、がんじがらめのルール作りや不安全行動への罰則でゼロ災を目指すのではなく、作業
の最前線にいる作業者が自らの不安全行動に気付き自らが対策を考え、実行させるという安全先取りの手法であ
ることを学んだ。体験学習の詳しい内容はＨＰをご覧ください。

『私とサウナ』
大和プレス株式会社

田邉

淳一

私はサウナが大好き。自分流のサウナの入り方を書きました。リラックス効果やストレス解消が得られるサウナ。
続きはＨＰでぜひご一読を！

記載の内容は、 ダイジェスト版です。 詳しくは支部ホームページまで
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疲れているときこそ 「アクティブレスト」
日産自動車健康保険組合
日産先進技術開発センター地区 健康推進センター
保健師 牧野 春乃

健康だより
日本で疲労感を自覚している人の割合は約６０％

さらにその６割が半年以上続く慢性的な疲労感を感じてい

るそうです。お仕事をする上で疲労はつきものですが、疲れをうまくコントロールしてパフォーマンスを維持し
ていきたいですね。今回はそんな働く皆様へ疲労回復方法についてお伝えします。
詳しくはＨＰをご覧ください。

あつぎ

ディスカバリー

オークラフロンティアホテル海老名

d i s c o v e r y

氏家

宣子

今回のディスカバリーは、厚木支部会員事業所をご紹介します。
海老名駅より徒歩５分。賑やかなショッピングモールを抜けた場所に日本庭園があるのをご存知ですか。オー
クラフロンティアホテル海老名の日本料理「四季」の庭園です。“時がゆったりと流れ四季折々の情緒を楽しむ山
桜の庭”をコンセプトに造られた日本庭園は、開業当初より高くそびえる山桜を背景に、ツツジ、紫陽花、紅葉、
椿など、１年を通して異なる景観を楽しめるのが魅力。その草木に誘われて遊びにくる鳥たちも日々違う顔を見
せて楽しませてくれます。 続きはぜひＨＰでどうぞ。

支部からのお知らせ
今後の支部行事予定
９月

６日（水）全国労働衛生週間県央地区推進大会（海老名市文化会館）

９月１４日（木）災害事例研修会（転倒災害）
９月１９日（火）・２０日（水）衛生管理者受験準備講習会
９月２０日（水）労務管理講座
※インターネットによる講習会のお申込みについて
受付は講習会開催月の２か月前の２０日からでしたが、３か月前の２０日よりお申込みが可能になりました。

※夏季休暇のお知らせ
８月１４日（月）～８月１８日（金）まで

８月２１日（月）より通常業務

記載の内容は、 ダイジェスト版です。 詳しくは支部ホームページまで
4

