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年　頭　に　あ　た　り

　平成25年の新春を迎えるにあたり、謹んで新
年のお慶びを申し上げます。
　また、旧年中は会員の皆様方には当署の行政
運営に多大なるご理解とご協力を賜りましたこ
とに対しまして、厚く御礼申し上げます。
　県内の景気は穏やかな持ち直しの動きに足踏
みがみられるなど、依然厳しい状況が続いてお
ります。当署といたしましても、このような状
況を受け、厳しい経済環境下における雇用・生
活安定の確保のため、ハローワークと連携を図
りつつ安心して働くことのできる環境整備に努
めてまいる所存です。
　さて、平成24年の労働災害発生状況をみます
と、当署管内の休業4日以上の災害は、大幅な
増加をみた平成23年と同様の状況で推移し、死
亡災害は増加に転じてしまいました。残念なが
ら、第11次労働災害防止計画の目標数値を達成
することはできませんでした。
　今後、第12次労働災害防止計画に向けて、労
働災害が１件でも少なくなるよう、労働災害の
未然防止のためのリスクアセスメントの導入促
進を進めていきたいと思っております。
　一方、長時間労働による健康障害や賃金不払
残業等に関する相談等につきましても、当署管
内では増加を続けている状況にあります。
　当行政が推進しております労働災害防止対策、
労働条件確保改善対策、健康確保対策等を効果
的・効率的に進めていくためには、皆様方のご
協力が必要と考えております。引き続き地域の
安全水準等の向上のためご尽力をお願いいたし
ます。
　最後になりましたが、会員事業場のますます
のご隆盛と本年が無災害で幸多き年となります
よう祈念いたしまして新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

相模原労働基準監督署

　署長　　村上　朋子

神奈川労務安全衛生協会
　相模原支部
　支部長　　近藤章太郎

　明けましておめでとうございます。
　相模原支部会員事業場におかれましては、穏や
かな新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　平成24年はその前年の東日本大震災からの復
旧・復興が我が国の最優先課題であり、また電
力供給について再生可能エネルギーへの転換を
促す政策が、内需の刺激にもつながるものと期
待されました。しかしながら、これが太い流れ
になっていく気配はなかなか感じられず、一方
オリンピックイヤーで例年ならば家電を中心に
民需も盛り上がるはずでしたが、その恩恵は国
内企業の業績に直結せず、寧ろ固定化しつつあ
る円高により我が国製品の輸出競争力が弱まっ
ております。加えて年度途中に持ち上がった領
土問題が近隣国との経済交流にも影を落とし、
年の瀬近くには日本経済が後退局面に入ったと
の観測につながるなど、日本経済は有視界飛行
ができない状況が続いている、というのが足元
の状況であろうと思います。
　平成22年以降全国の労働災害死傷者数が２年
連続の増加となっていましたが、そのあと、景
気の後退と労働災害の増加が同時に起こるとい
う前例のない状況となっています。日本企業の
安全神話が崩れ、安全衛生管理の後退と安全衛
生意識の希薄化が懸念されています。
　相模原支部の会員事業場に於かれましても、
今一度会設立時の理念に立ち返り、業種・経営
の垣根を超えて効果的な労務管理、安全衛生管
理の確立と普及に全力を傾けなければならない
時代にあると考えます。
　安全な職場の実現と就労期間中の健康の維持
は勿論のこと、退職後にも溌溂と活動し、尊敬
される高齢者を一人でも多く送り出すためにも、
たゆまぬ研鑽を続けて参りたいと考えています。
　本年も、上記の趣旨をもって支部事業を推進
して参ります。会員事業場の一層のご理解、ご
協力をお願いし、年頭のご挨拶といたします。



全国労働衛生週間
相模原地区推進大会
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　第63回全国労働衛生週間(準備期間９月１日
～ 30日、本週間10月１日～７日、スロ－ガン『心
とからだの健康チェック　みんなで進める　健
康管理』)に向けた相模原地区推進大会が去る
９月７日(金)相模原市民会館に於いて開催され
ました。今年は晴天にも恵まれ352名と多くの
方々に参加を頂き、各企業の労働衛生に対する
関心の高まりが反映された大会となりました。
　大会は、建設業労働災害防止協会神奈川支部
の篠崎相模原分会長の開会の辞に始まり、相
模原労働災害防止団体連絡協議会近藤会長なら
びに相模原労働基準監督署の村上署長のご挨拶、
さらに来賓の加山市長（代理　相模原市環境経
済局　加藤経済部長）、神奈川県医師会産業医
部会黒沢相模原支部長よりご祝辞を頂きました。
引き続き相模原労働災害防止団体連絡協議会会
長賞の表彰式が行われ、各団体より推薦された
11事業場に団体賞、８名の方に功績賞が近藤会
長より贈られました。受賞された方々には謹ん
でお祝い申し上げます。
　続いて、相模原労働基準監督署塚田第三方面
主任により全国労働衛生週間実施要綱について
の説明と相模原地域産業保健センター後藤主任
コーディネーターにより同センターの情報提供
がありました。特別講演では、『最近の労働衛
生の話題』と題し、神奈川産業保健推進センタ
ー所長の石渡弘一先生よりご講演を頂きました。
講演内容は、最近、増加傾向にある精神障害等
に係る労災補償の話や、職場におけるメンタル
ヘルスの取り組みについて多岐にわたる貴重な
お話を伺うことができました。

優 良 事 業 場 見 学 会

　最後に日本ボイラー協会相模原地区会の鈴木
会長による閉会の辞で相模原地区推進大会は閉
会されました。今回、労務安全衛生協会相模原
支部で受賞された団体、個人の方々は以下のと
おりです。
（敬称略）
《団体賞》
◦関東宇部コンクリート株式会社相模原工場
◦星工業株式会社
◦株式会社日産クリエティブサービス座間支店

相模原営業所
《功績賞》
◦木村　智史　　芦穂崎工業株式会社
◦野崎　良一　　株式会社ニコン相模原製作所
◦田中　有子　　日産自動車株式会社相模原
　　　　　　　　部品センター
◦乾　　茂正　　医療法人社団法人相和会
　　　　　　　　淵野辺総合病院　　
◦深谷　登起子　社会保険相模野病院

（衛生部会　野崎　記）

　10月11日(木)に参加者31名で優良事業場見学
会を実施しました。途中、16号線は若干渋滞気
味ではありましたが、予定時刻よりも早く現地
に到着しました。最初の訪問先である、｢三菱
みなとみらい技術館｣は、参加体験型のテクノ
ロジーミュージアムであり、日常生活では触れ
る機会の少ない最先端の科学技術を、遊びなが
ら学べる施設でした。
　次の訪問先のキリン横浜ビアビレッジに到着
後最初に、安全衛生管理についての講話をお聞
きしました。
　安全面、衛生面共に非常に興味深いお話が聞
けて、参加された会員各社の今後の安全衛生管

理に大変参考になったのではないでしょうか。
　質疑応答後に、ビール製造工程（原料、仕込
み、発酵・貯蔵、ろ過、パッケージング）見学
を女性の方が時折ユーモアを入れながらのわか
りやすい説明の案内でした。
　最後にお待ちかねのビールの試飲会では、ビ
ールの注ぎ方も教えて頂きました。

（安全部会　村澤　記）



職 場 で の 健 康 管 理 を 応 援 し ま す
地域産業保健センターは、労働者
数50人未満の事業所で働く方々
に対し、産業保健サービスを無料
で提供する機関です

こ ん な 時 に ご 利 用 下 さ い
＊健康診断結果に基づく事後措置
＊生活習慣病の予防はどうするか
＊高齢化に伴う従業員の健康管理
＊メンタルヘルスケアの進め方

相模原地域産業保健センター
〒252－0303　相模原市南区相模大野4－4－1（相模原南メディカルセンター内）

TEL.042－749－2101 　　　　FAX:042－741－1877
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神奈川県最低賃金が平成24年10月1日から
１時間849円に改正されました

　神奈川県内の事業場で雇用されるすべての産業の労働者に適用されます。パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者
にも適用されます。
　派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。

●次の賃金は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
⑴精・皆勤手当、通勤手当、家族手当　⑵臨時に支払われる賃金　⑶１か月を超える期間ごとに支払われる賃金　⑷時間外、
休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

最低賃金の件名
最低賃金額

効力発生年月日
１時間

神奈川県最低賃金 849　円 平成24年10月1日

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

塗料製造業 871　円
平成23年12月21日

鉄鋼業 857　円
非鉄金属製品製造業 849　円

※下記参照

ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、
建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 849　円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械
器具製造業 849　円

輸送用機械器具製造業 849　円
自動車小売業 849　円

※５つの業種については、神奈川県最低賃金が、特定最低賃金以上となったため、今年度の金額改正がなされるまでは、神
奈川県最低賃金849円が適用されます。
　平成24年度については、特定最低賃金の改正が12月までになされていません。平成25年1月以降、特定最低賃金が改正され
た場合、改正後の最低賃金額を確認して下さい。
　特定（産業別）最低賃金適用除外者
（次のいずれかに該当する者は地域別最低賃金が適用されます）
⑴　18歳未満又は65歳以上の者
⑵　雇い入れ後6か月未満（ただし、自動車小売業については３か月未満）の者であって技能習得中のもの
⑶　清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
⑷　非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器

具製造業最低賃金については⑴ ⑵ ⑶に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外されます。
　　手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務
⑸　塗料製造業最低賃金については、⑴ ⑵に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外されます。
　　イ　清掃、片付けの業務　　ロ　ラベルはりの業務
　　ハ　手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リ

ットル缶未満の充てん製品運搬の業務

庁舎移転のお知らせ
横浜西労働基準監督署は、新庁舎に移転しました。
　　新庁舎での業務開始日は、平成24年10月１日（月）からです。
　　新庁舎には、来庁者の方々の専用駐車場がありませんのでご注意ください。
　　新所在地　　〒240－8612　　横浜市保土ヶ谷区岩井町１－７　保土ヶ谷駅ビル４階
　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　045－332－9311　    
　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　045－332－9555

横須賀労働基準監督署は、平成25年５月20日（月）から新庁舎に移転します。
　　新所在地　　〒238－0005　　横須賀市新港町１－８　横須賀地方合同庁舎５階　　
　　　　　　　　　　　　　　　　電　話・ＦＡＸ　未定



見なおしましょう身近な環境
◎作業環境測定　◎アスベスト測定
◎排ガス測定　　◎排気装置の設計・施工　
◎土壌調査・浄化工事　◎水質分析
◎局所排気装置の定期自主検査代行
◎その他、各種分析測定

その他事業内容
　土木・建設・外構・解体工事
　住宅建築・リフォーム工事

作 業 環 境 測 定 機 関 登 録　 第 14 － 45 号
計量証明事業登録　濃度32号・音圧レベル第４号
　　　　　　　　　振 動 加 速 度 レ ベ ル 第 1 7 号
土壌汚染状況調査　指定調査機関　環2003－1－552

〒252－5293　相模原市中央区田名3000（三菱重工業㈱内）
TEL　042－762－1035　　FAX　042－762－7740
ホームページ　http://www.rje.co.jp

三菱重工業株式会社直系

相模原支社・ダイヤ環境測定センター
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相模原労働基準監督署から
～法令の改正について～

１　安全衛生に関する法改正について
　インジウム化合物等、エチルベンゼン等、コバルト
等について、ヒトに対する発ガン性のおそれが指摘さ
れるため、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、
特定化学物質障害予防規則、作業環境測定法施行規則、
女性労働基準規則が改正されました。
　施行期日は、平成25年１月１日です。改正点の概要
は以下のとおりです。
①　労働安全衛生法の表示対象物質に規定されました。
②　製造、取り扱いの業務が特殊健康診断の対象とな

りました。
③　特定化学物質の第２類物質に追加されました。製

造、取り扱いの場合は作業主任者の選任、作業環境
測定、特殊健康診断を行わなければなりません。

④　エチルベンゼン等の蒸気の発散源を密閉する装置、
局所排気装置等について、設置、移転、変更の場合は、
計画の届出が必要になります。

⑤　作業環境測定の結果の記録は30年間保存しなけれ
ばなりません。

⑥　作業場内掲示、作業記録の保存、特殊健康診断結
果の記録の30年間保存が必要です。

⑦　インジウム化合物等を製造、取り扱う作業につい
て、有効な呼吸用保護具を使用させる措置、二次発
じんを防止するための措置が定められました。

⑧　エチルベンゼンが溶剤として使用される実態があ
ることから、エチルベンゼン等については、有機溶
剤中毒予防規則の規定の一部が準用されます。

⑨　コバルト等は二次発じんを防止するための措置が
定められました。

⑩　エチルベンゼン塗装業務への女性の就業が禁止さ
れます。

各規定の具体的内容について、また規定の対象に含ま
れない場合や適用の除外、施行に係る経過措置等があ
りますので、詳細は労働基準監督署にお問い合わせ下
さい。

２　労働契約法の改正について
　労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを
規定した法律です。今般、有期労働契約について３つ
のルールが規定されました。有期労働契約とは、１年、
６ヶ月など期間の定めのある労働契約で、パート、ア
ルバイト、契約社員などいろいろな言い方があります
が、有期労働契約で働くすべての人がこの新しいルー
ルの対象となります。

⑴　無期労働契約への転換　（平成25年４月１日施行）
　同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年
を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申込み
により無期労働契約に転換します。通算契約期間のカ
ウントは、平成25年４月１日以後に開始する有期労働
契約が対象です。平成25年３月31日以前に開始した有
期労働契約は、通算契約期間に含めません。平成25年
４月１日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間
が５年を超える場合、その契約期間の初日から末日ま
での間に無期転換の申込みをすることができます。
　この申込みは労働者の権利であり、申込みをするの
は労働者の自由です。無期転換の申込みの権利をあら
かじめ労働者に放棄させることはできません。
　無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾
したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立
します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働
契約が終了する翌日からです。
　無期労働契約の労働条件は、別段の定めがない限り、
直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めと
は、労働契約、就業規則、個々の労働契約です。
　勤務先の事業場が変わった場合でも、同じ事業主の
事業場間の異動であれば契約期間は通算されます。育
児休業などで勤務しなかった期間も労働契約が続いて
いれば、通算契約期間に入れます。
⑵　雇止め法理の法定化　（平成24年８月10日施行）

①　過去に反復更新された有期労働契約で、その雇
止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視でき
ると認められるもの

②　労働者において、有期労働契約の契約期間の満
了時にその有期労働契約が更新されると期待する
ことについて合理的な理由があると認められるも
の

これら①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が
雇止めをすることが「客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止
めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期
労働契約が更新されます。
⑶　不合理な労働条件の禁止（平成25年４月１日施行）
　同一の使用者と契約を締結する有期契約労働者と無
期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより
不合理に労働条件を相違させることを禁止するルール
です。有期契約労働者は雇止めの不安があることで合
理的な労働条件の決定が行われにくいことや、処遇に
対する不満が多いことを踏まえ、法律上明確化されま
した。
　有期労働契約の利用にあたり、労働契約法改正の趣
旨をご理解いただき、また、有期労働契約に関する労
働基準法の諸規定も順守していただきますようお願い
いたします。



神奈川労務安全衛生大会開催

　　経 営 首 脳 者 セ ミ ナ ー

左より　狩野氏　二瓶氏　野崎氏　和田氏　黒田氏　支部長
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　平成24年度「神奈川労務安全衛生大会」が、
11月６日(火) 朝からの雨が降りしきるなか川崎
市教育文化会館において開催されました。
◆第一部　表彰式
　開会に先立ち、労働災害で殉職された方々に
哀悼の意を表すため、全員で黙祷を捧げました。
　協会副会長による開会の辞の後、協会会長よ
り56名の方々に労務安全衛生功労賞が授与され
ました。続いて、神奈川労働局長をはじめ来賓
の方々からご祝辞をいただき、川崎南支部長の
大会宣言を参加者全員の拍手で確認して第一部
は閉会となりました。
◆第二部　特別講演
　「機長の危機管理～ヒュ－マンファクタ－の
視点から～」
　日本ヒュ－マンファクタ－研究所

教育開発研究室長　塚原　利夫氏
　職場の危機管理のために「まず人はいかなる
生き物であるか知ろう」からはじまり「人は一
度に一つのことしか出来ない」、「注意力を持続
できるのはせいぜい30分」といった人の特性に
ついての話で興味がつきない内容でした。
事故災害が起きた時に往々にして本人の不注意
で片付けている事が多いように思いますが、な
ぜ不注意を起こしたのか、その真の原因は何で

あったのかを探ることの重要性に気づかされた
大変有意義な講演でした。
【相模原支部功労賞受賞者】(敬称略)
◦狩野　恒男　　日本電気㈱相模原事業場
◦和田　孝　　　㈱ｻﾝｺｰｼｬ相模ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ
◦野島　清　　　三菱電機㈱相模原事務所
◦黒田　千秋　　㈱ﾆﾌｺ相模原工場
◦二瓶　智枝子　㈱旭商会

来年、平成25年度は相模原での開催となります。
多くの会員事業場の参加をお願いします。

（総務部会　岡田　記）

　11月15日(木)相模原市民会
館において、会員事業場の事
業運営に携われている経営首
脳者56名が参加し、経営首脳
者セミナーが開催されました。
セミナーでは近藤支部長をは
じめ、労安協本部橋本常務理

事、労働基準監督署村上署長、ハローワーク近
藤所長によるご挨拶の後、第一部は神奈川労働
局小松原労働基準部長より「労働基準行政を取
り巻く現状と今後の動向」と題して、平成24年
度並びに次年度以降の労働基準行政の重点施策
についてご講演をいただきました。
　特に、労基法、安衛法の法令違反率の推移と違
反内容に対しての改善、長時間労働者の健康管理
及びメンタルヘルスケアや労働災害減少に向けた
緊急要請、リスクアセスメントの災害防止効果等
について分かりやすいご講演内容でした。
　続いて、第二部は中災防ゼロ災推進センター
専門役の菊地氏より「経営から考える安全」と
題して安全の重要性に関してのご講演をいただ
きました。講演内容としては、①経営活動の中

で自ら進んで災害を起こさな
いために行う自主的活動の促
進②災害発生のメカニズム、
不安全行動と不安全状態にお
いて管理者は作業者が自分の
不安全行動に気付くように援
助する③作業行動に潜む危険
はデータには現れない。リスクアセスメントで
どんどん対策していく④不安全行動はなぜ起こ
るのか？指差し呼称は不安全行動による災害防
止に有効である⑤どんな危険が潜んでいるかを
作業手順からＫＹＴをしてみる等、即効性のあ
る具体的な内容とともに、インパクトのある講
演口調で多くの参加者の共感を呼びました。

（総務部会　野島　記）



衛生管理担当者研修会

全国産業安全衛生大会
2012　IN　富山
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　平成24年11月29日(木)、「衛生管理担当者研修
会」が11社33名参加のもと、相模原市民会館第
１大会議室に於いて開催されました。

その後、｢安全衛生保護具の選択と正しい使用｣

　北部には魚介類の宝庫である富山湾、南東部
には雄大な北アルプス立山連峰が望め、ライト
レールが街中を走る素晴らしい環境都市、富山
にて第71回全国産業安全衛生大会が10月24日～
26日の３日間、開催されました。
　大会初日に富山市総合体育館で行われた総合
集会では、越中八尾おわら節のアトラクション
の後、第１部として開会式・表彰式・大会宣言
が行われました。
　第２部では、厚労省労働基準局の宮野安全衛
生部長より『労働安全衛生行政の動向～２年
連続災害増加への対応～』ついての講演に続き、
アルピニスト野口健さんによる『目標を持って
生きることのすばらしさ』と題して特別講演が
行われ、全国より会場に集まった労働安全衛生
関係者が熱心に耳を傾けました。

　２日目、３日目は富山駅周辺８会場に分かれ
て11の分科会が開催され全国各地の企業や専門
家による事例発表や講演、特別報告が行われる
と共に、緑十字展2012も同時開催され、当支部
から参加された安全衛生関係者の方々も興味あ
る分科会会場に足を運び聴講されました。
　本大会で学んだ全国レベルの事例発表・講演
は会員各事業場の安全衛生管理水準の向上並び
に当支部活動の活性化に繋がるものと思います。

　研修会は
相模原労働
基準監督署
村上署長の
ご挨拶で始
まり、続い
て相模原市
精神保健福
祉センター

小池主管より「長く上手に、お酒と楽しく付き
合うために」(なくそう！アル･ハラ)と題して酒
の効用とアルコール依存の危険性について身体
だけではなく脳にダメージを与えてしまうこと
を精神保健福祉士として熱く語って頂きました。

についてス
リーエムヘ
ルスケア㈱
安全衛生製
品技術部の
黒木氏が昨
年に引き続
き、同じテ
ーマで講演

をして頂き、保護具を正しく使用することの重
要性を再認識させられる貴重なお話を聴くこと
ができました。次に、共催しております相模原
地域産業保険センターの後藤主任コーディネー
ターより当センターの支援事業について説明が
ありました。
　今回の衛生管理担当者研修会は、少し切り口
を変え精神保健福祉センターより講師を招き酒
をテーマに講演して頂きました。是非、職場で
酒の悪さも話題にして頂ければと思います。

（事務局　記）

（安全部会　青木　記）
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◎安全祈願祭・賀詞交歓会
　１月16日 大山阿夫利神社
　 三菱重工相模クラブ
◎安全衛生推進者養成講習
　１月28日・29日 相模原市民会館
◎職長教育講習会
　２月 ７日・８日 相模原市民会館
◎安全管理者選任時研修
　２月12日・13日 相模原市民会館
◎リスクアセスメント講習会
　３月14日 相模原市民会館

　皆さん、新年明けましておめでとうございま
す。新春を迎え、会員事業場の皆様方におかれ
ましては、益々ご清栄のことと謹んでお慶び申
し上げます。
　さて昨年は、世界経済の減速、長引く円高な
ど、事業を取り巻く環境は厳しく、耐え忍ぶ
一年となった企業も多いのではないでしょうか。
　またこうした状況を切り抜けるべく、各会員
事業場におかれましても事業面での様々な厳し
い施策や取り組みが行われたところも多かった
のではないかと思います。そして、そのなかに
あっても、災害の防止や職場環境作りなど、決
して手を抜くことが許されない安全衛生や労務
管理のお仕事を担当する皆様にとっては、ひと
きわ心身ともにご苦労の多い一年であったこと
と推察致します。
　しかし、年は明けました。新年を迎えるに当
たり、まずは労務・安全衛生に携わる私たち自
心の身体を健やかに保ち気分を新たにして、災
害ゼロに向けて、また、快適な職場環境の実現
に向けて邁進して参りましょう。
　今年は、労働契約法や高齢者雇用安定法改正
など、事業者にとって影響の大きな年です。正
確な情報を入手し、十分な準備をすることが重
要です。法改正や労働基準行政の動向、各社の
対応などの情報入手については、労務安全衛生
協会はうってつけの場です。是非、労安協の各
種行事の場を活用し、会員事業場の皆様と積極
的に意見交換を行い、相模原支部を盛り上げて
行きましょう。
　さて、最後になりましたが、当支部会員事業
場の皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。

（労務部　松井　記）

表紙　　

　　　富山城

撮影　　事務局

　新年あけましておめでとうございます。
　御家族お揃いで希望に満ち溢れた新年を迎え
られたこととお慶び申し上げます。
　ヨーロッパの債務問題、中国の問題も尾を引
き、厳しい経済情勢が続く状況にありますが、
今年こそはと願わずにはいられません。
　さて、昨年４月に新体制でスタートした当支
部事務局は、皆様のご協力を賜り総会以降順調
に運営することが出来ましたが、当支部事業へ
の参加人員が減少していることが心配の種とな
っています。必要とされる技能講習、教育研修
や各種セミナーの内容と講師を見直し、魅力あ
るものに変え、人を集めることができるものに
したいと思います。また、会員事業場間の連携
のために事業場PRにこの会報を活用したいと
も考えています。更に、事務効率化の観点から
会員事業場管理システムがリニューアルされた
ことを機会に、郵送物を極力Eメール配信にし
たいと考えています。メールアドレスを登録さ
れていない事業場は是非メールアドレスを支部
に登録して下さい。何か新年の挨拶が、ぼやき
とお願いになってしまいましたが、皆様のご健
勝と会員事業場の益々の発展を祈念致します。
事務局一同、より一層努力致しますので皆様の
御協力を宜しくお願い致します。

当面の事業予定

編　集　後　記事務局だより


