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　平成25年度における労働基準行政が全国的に
取り組む重点課題は、
◎過重労働による健康障害防止
◎死傷災害の増加を踏まえた労働災害の防止
◎経営環境の変化等に対応した法定労働条件
の履行確保

として、これらに係る対策を推進することとな
りました。神奈川労働局及び相模原労働基準監
督署としましても、重点課題を踏まえ下記業務
の運営を行っていきます。

１．過重労働による健康障害防止対策
　第12次労働災害防止計画（以下「12次防」）
における週労働時間60時間以上の雇用者数の減
少目標に資するため、健康管理の徹底による労
働者の健康障害リスク低減を目指します。
２．長時間労働抑制対策
　業種や職種により長時間労働の実態及び常態
化が懸念される中、時間外・休日労働協定の適
正化と長時間労働抑制の取組定着を図っていき
ます。
３．最低賃金の履行確保対策
　最低賃金の周知と履行の確保を図ります。
４．自動車運転者対策
　長時間労働の実態や脳・心臓疾患の労災支給
決定件数が最も多い職種であることから、労働
条件及び安全衛生の確保・改善を推進していき
ます。
５．建設業対策
　相模原労働基準監督署管内の平成24年の労働
災害は前年に比べ死傷者数が減少、死亡者数は
同数の２人となっています。12次防においても
労働災害防止の重点業種としており、引き続き
死亡者数、死傷者数の減少を目指していきます。
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６．製造業の労働災害防止対策
　相模原労働基準監督署管内では平成24年の労
働災害の死傷者数が、前年に比べて増加しまし
た。製造業全体に占める割合が高い食料品製造
業、機械器具製造業を中心に、労働災害減少の
対策に取り組んでいきます。
７．第三次産業対策
　12次防において労働災害防止の重点業種と
しており、小売業、社会福祉施設（介護事業）、
飲食店に対する取り組みを行います。また第三
次産業の中小零細企業を中心に、基本的な労働
条件の確保と改善に向けた指導を行っていきま
す。
８．メンタルヘルス対策
　「心の健康づくり計画」の策定により、メン
タルヘルス対策に取り組む事業場の増加を図り
ます。
９．化学物質による健康障害防止対策
　有害物を取り扱っていたり労働衛生管理の問
題がある事業場に対し、健康障害の防止と管理
の徹底について周知、指導を行っていきます。
10．その他の労働衛生対策
　石綿ばく露防止対策、金属研ま・アーク溶接
作業、ずい道建設工事における粉じん対策に引
き続き取り組んでいきます。
熱中症の防止、腰痛防止、受動喫煙防止につい
て周知していきます。
11．その他の労働条件確保対策
　有期契約労働者について、契約の締結、更新
及び雇止めに係る労基法や告示の遵守を指導し
ていきます。
　技能実習生の労働条件確保についても引き続
き指導していきます。
　大量整理解雇等の事案における適切な労務管
理、倒産事案に対する労働基準関係法令違反の
防止と早期解決、未払賃金の立替払制度の迅速
かつ適切な処理に引き続き努めていきます。
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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
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「労働災害を少しでも減らし、誰もが安心して
健康に働くことができる社会を実現するため、
平成25年度を初年度として、５年間にわたり国
が重点的に取り組む事項を定めた」（第12次労
働災害防止計画「はじめに」抜粋）ものです。

〈計画の目標〉
①死亡災害の撲滅を目指して、平成24年と比較
して、平成29年までに労働災害による死亡者
の数を15％以上減少させること
②平成24年と比較して、平成29年までに休業４
日以上の労働災害による死傷者の数を15％以
上減少させること

〈計画に示す６つの重点施策〉
（背景にあるもの）
◦製造業と建設業の労働災害全体に占める割合
の減少と第三次産業が占める割合の増加
◦製造業と建設業の重篤な災害対策の必要性・
技術革新による危険有害要因の多様化
◦メンタルヘルス、過重労働、腰痛等への対応・
非正規労働者の増加、高年齢労働者の増加
◦外部委託の広がりと発注者の責任・東日本大
震災の復旧・復興に向けた工事の本格化と広
範囲に及ぶ除染作業

１．労働災害、業務上疾病発生状況の変化に合
わせた対策の重点化
　⑴重点とする業種
　①「労働災害件数を減少させるために」

第三次産業対策（特に小売業・社会福祉
施設・飲食店）

　　陸上貨物運送事業対策
②「重篤度の高い労働災害を減少させるために」　　
建設業対策

　　製造業対策
　⑵重点とする健康確保・職業性疾病対策

　　
メンタルヘルス対策

　　過重労働対策　　
化学物質による健康障害防止　　
腰痛・熱中症対策

　⑶業種横断的な取組　　
リスクアセスメントの普及促進　　
高年齢労働者対策　　
非正規労働者対策

２．行政、労働災害防止団体、業界団体等の連
携・協働による労働災害防止の取組み
◦安全衛生分野の専門家の育成、労働災害防
止団体の活用

◦業界団体との連携による実効性の確保
◦産業保健機関、安全衛生業務での外部専門
機関の育成と活用

３．社会、企業、労働者の安全・健康に対する
意識改革の促進

　◦経営トップの意識の高揚
　◦水準の高い業界・企業の積極的公表
　◦改善が見られない企業への対応
　◦国民全体の意識の高揚
４．科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進
　◦労働安全衛生総合研究所等との連携
　◦諸外国の知見、動向の把握と施策や規制の
国際的整合性担保
５．発注者、製造者、施設等の管理者による取

組強化
◦外部委託による責任逃れや安全衛生対策の
経費が計上できない安価な発注が起きない
よう発注者による安全衛生の取組を強化

◦陸上貨物運送事業者と荷主の役割分担に基
づいた労働災害防止措置の促進

◦安全衛生経費の積算と関係請負人へ経費が
確実に渡るよう建設工事発注者に要請

◦製造段階での機械の本質安全化の促進、機
械の技術基準の見直し

６．東日本大震災、東京電力福島第一原子力発
電所事故を受けた対応

　◦復旧・復興工事対策
　◦原子力発電所事故対策

『第12次労働災害防止計画』
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相模原労働基準監督署　組織図

平成24年４月１日から体制が変わりました。

担当業務

第一方面、第二方面
就業規則･適用事業報告･36協定届、賃
金･解雇等労働条件に関する相談･申告、
外国人労働者･パートタイム労働者等の
相談等、事業場に対する監督指導に関
すること
第三方面
労働者死傷病報告･建設工事等計画届･
各種健康診断結果報告書等の諸届、労
働安全衛生法等関係法令に関すること
労災課
労働保険の加入･変更手続･労働保険料
の納入、労災保険の各種請求、労災年
金並びに第三者行為災害の受付･相談に
関すること

新任

労災認定調査官
　長谷川　政美

労働基準監督官
　桂田　聖華

労働基準監督官
　高取　和弥

産業安全専門官
　毛利　崇行

労働基準監督官
　髙瀬　　郁

労働基準監督官
　永田　智彦

署　長
　村上　朋子

第一方面主任
　黒澤　淳一

第二方面主任
　永吉　浩一

第三方面主任
　塚田　啓子

業務課長
　安野　妙子

労災課長
　松本　正子

副主任監督官
　後藤　忠行

補償係長
　奈須　啓寿

厚生労働事務官
　亀山　まい

次　長
　木暮　　勤



地域医療支援病院　管理型臨床研修病院　日本医療機能評価機構認定病院　高精度放射線治療センター併設　がん診療拠点病院

診
療
科
目

内　科/呼吸器科/消化器科/循環器科/小児科/外　科/整形外科/形成外科
美容外科/脳神経外科/呼吸器外科/心臓血管外科/泌尿器科/皮膚科/眼科
耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/歯科口腔外科/リハビリテーション科/人工透析

〒252－0143　相模原市緑区橋本2－8－18　TEL 042(772)4291(代)　FAX 042(771)6709
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.sagamiharahp.com　E-mail : postmaster@sagamiharahp.com
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会員事業場訪問記
株式会社サンコーシャ相模テクノセンター

　春の陽気につつまれた３月初旬、相模原市中
央区宮下にある㈱サンコーシャ相模テクノセン
ターを訪問させていただきました。

ています。
　㈱サンコーシャは、世界初の電気自動炊飯
器を開発したことで知られる「光伸社」を1985
年に吸収合併し、現在の「サンコーシャ」とな
ったという歴史があります。こんなところにも、
同社グループが雷防や雷観測情報の提供という
オリジナリティ溢れる事業を展開され続けてき
た秘密の一端があるのかもしれません。
　当日はお忙しい中、㈱サンコーシャの和田総
務部副部長、㈱フランクリン・ジャパンの稲束
社長から、大変丁寧にご説明、ご案内を頂きま
した。この場を借りて、お礼申し上げます。
　事業場内の見学では、気さくに挨拶を返して
下さる従業員の皆様、手入れが行き届いた樹木
の多さ、また外壁の塗装など各建屋が丁寧にメ
ンテナンスをされていることが印象的でした。
　安全衛生への取り組みでは、長年２ヶ月に一
度の場内パトロールを継続し、不安全箇所の改
善に地道に取り組んでこられ、更に昨年から本
格的に５Ｓ活動を展開されておられるとのこと
でした。また福利厚生の面では食堂運営を関係
会社で行い、美しく清潔な食堂で栄養管理の行
き届いた安価な食事を従業員に提供しておられ
ることにも感心しました。安全や快適な就業環
境の実現に十分配慮された取り組みをされてい
ると感じました。
　３．11の東日本大震災をはじめ、夏のゲリラ
豪雨や冬の豪雪など、近年私たちは自然災害
の猛威を感じることが多くなっているように思
います。そうしたなか、長年に渡り培ってきた
雷防護に関する高度な技術力で「安心」「安全」
を提供するサンコーシャの活躍の場は、今後更
に広がって行くのではないでしょうか。最後に
なりましたが、同社の今後の益々のご発展をお
祈り申し上げ、報告と致します。

（労務部　松井　記）

　㈱サンコーシャは、避雷管や各種電源・通信
用の保安装置など、雷防護に関連する商品やサ
ービスを提供している企業です。私たちは普段
「雷防護」という概念を意識することは少ない
ですが、実は電力網や鉄道、通信網などの社会
的なインフラの安定的な運営が可能なのは、落
雷を予測し落雷の被害を最小限にとどめる雷防
護の技術やサービスのおかげと言えます。また
企業やご家庭の機器類を落雷による異常電圧の
被害から守るなど、私たちの日常生活や安定し
た企業活動の実現に大きく寄与しています。
　同社の創業は1930年、相模テクノセンターは
1960年にこの地に相模工場として新設され、現
在は「相模テクノセンター」と改称し、同社の
研究開発拠点となっています。
　また、同事業場内に、関連グループ会社であ
る㈱フランクリン・ジャパンがあります。同社
は、日本全土をカバーする雷観測網を有し、Ｎ
ＨＫやYahooJapanなどのメディアへ落雷予報
等の気象情報を提供している他、ゴルフ場や工
場など様々な分野に、人命や設備の保護に不可
欠な雷・気象情報を提供するサービスを展開し
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リスクアセスメント講習会

　２月12日(火) ～ 13日(水)の両日、相模原市民
会館に於いて安全管理者選任時研修会を開催し
ました。
　安全管理者の選任要件として、安全管理者選
任時研修を修了していることが義務付けられて
おり、当支部では年２回本研修会を実施してい
ます。平成18年に第1回を開催以降多くの方々
が受講しておりますが、今回は新規に安全管理
者となる方が少ないようで各事業場から12名の
受講でした。少人数であったせいか、いつもよ
り充実感のある研修だったように思いました。

安全管理者
選任時研修会

　２月７日(木) ～８日(金)の両日に相模原市民
会館の於いて職長教育を開催しました。
　労働安全衛生法第60条は、職長の安全衛生教
育を規定しており、当支部は年２回の本講習会
を実施しております。今回の講習会は、例年よ
り少ない39名の出席でした。
　当支部は、この種講習会を円滑に行うため
に「職長教育委員会」を組織化しております
が、今回は、支部選任のトレーナーから、座間
氏（日産自動車）、村上氏（トープレ）、三浦氏
（三菱重工）の３名に講師を務めて頂きました。
尚、三浦氏については今回を最後に退任するこ
とになり、後任となる山本氏（三菱重工）にも
講習会全体を見て頂きました。三浦さんについ
ては、長い間ありがとうございました。山本さ
んについては宜しくお願い致します。
　さて、講習会ですが開講式のあと講師並びに
受講者の自己紹介を行い、具体的な科目に入り
ました。「職長の役割」「指導教育の進め方」は
座間氏、「作業手順の定め方」「設備の改善」は

　講師は、支部選任トレーナーの片山氏にお願
いし、カリキュラムに沿った内容で１日半の研
修を修了しました。

村上氏、「適正配置」「安全衛生点検」は三浦氏
と役割分担をしました。
　また、グループ討議では、ＶＴＲ「安全衛生
の人間関係」を視聴した際に、上司と部下の人
間関係について各班で真剣な討議を行い、その
結果について発表を行いました。２日目は、「異
常時における措置」の講義後、「災害事例研究」
を行いました。「災害事例研究」は、シートに
描かれた各作業行動の中でどのような危険が潜
んでいるかをグループごとに討議する内容です。
物事を分析する目を養い、各事業場の作業行動
における危険要因を見抜く力をも醸成する上で
大変有効な手段であります。次に、「リスクア
セスメントの演習」を行いました。この演習は、
労働災害を未然に防止する上で大変有効な手法
として、厚生労働省が事業主に対し導入を努力
義務化している内容です。重篤な災害を防ぐに
は「リスクアセスメント」の導入が必須であり、
これらの訓練を通じて各事業場で「リスクアセ
スメント」の手法が未実施事業場で導入される
ことを望みます。また、今回の講習会で得た本
質本質安全化への取組を強化して頂きますよう
お願い致します。� （衛生部　野崎）

職長教育講習会

　写真は、リスクアセスメントの具体的な取り
組みの演習風景です。真剣な取り組みが事業場
の安全確保に活かされるものと期待されます。

（総務部　野島　記）

　３月14日(金)相模原市民会館に於いて「リス
クアセスメント講習会」を開催しました。
　参加人員は定員に満たない32名の出席でした
が、講師は支部の選任トレーナである三浦氏、
座間氏の２名体制で行いました。
　講習は、実際に事業場の中で実施している事
例を基にした項目で教育資料をパワーポイント
にまとめた分かり易い講義と、新たに作成した

イラストによるグループ演習を重点としたカリ
キュラムであり新鮮味のある講習会でありまし
た。(受講者が各事業場に戻り即実践できるよう
にと当支部職長委員会で論議し改訂しました)
　12次災害防止計画の展開及び誌面トップの労働
基準行政の重点の中にもあるように究極は災害ゼ
ロが目標であり、そのために事業場の大小にかか
わらず手法として定着することが求められます。
　受講者の方々が各事業場で中心になり、リス
クアセスメントを定着させてくれるものと期待
します。� （事務局　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医師の面談
＊脳・心臓疾患予防の保健指導
＊メンタルヘルス不調者への相談指導
＊長時間労働者への面接指導

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

（6）第138号　	 さ　　　　　が　　　　　み　	 ２０１３年４月１１日

　平成24年度の事業は、会員事業場様の御支援、
ご協力により滞りなく終了することができまし
た。心より感謝申し上げます。
　平成25年度も引き続き、会員事業場における
適正な労働条件及び労働災害のない快適な職場
環境の構築に向けて各種事業を展開してまいり
ます。多数のご参加をお願い致します。
　尚、誌面トップに「神奈川労務安全衛生大会」
の日程を入れさせて頂きましたが、今年度は相
模原が担当支部となりますので多数の方のご参
加を重ねてお願い致します。

　“やっと春がやって来ました”今年の冬は今
までになく寒い状況で、去る１月14日の成人の
日は、本州南岸で発達した低気圧の影響によっ
て、東京都心で８センチ、横浜で13センチの積
雪が記録される大雪となり、晴れの日を迎えた
新成人のみならず、休日を楽しもうとする多く
の足に影響が出ました。また、３月２日には北
海道で死者９人を出すといった痛ましい暴風雪
被害がありました。
　しかし、やっと暖かくなり桜も開花し、景気
も第二次安倍内閣が発足以来、機動的な財政政
策と大胆な金融緩和政策、民間投資を喚起する
成長戦略の動きを受け、円安、株価の上昇とな
り久しぶりに明るい兆しが出てきており、身も
心もワクワクしているのではないでしょうか。
　会員事業所の皆様におかれましては新入社員
教育がスタートされている時期だと思いますが、
神奈川県内における労働災害による死亡者数は
11月30日現在で、前年と比べると減少しており
ますが、11月に入って６件（この内「墜落・転
落」災害が３件）の死亡災害が発生しておりま
す。そして、労働災害統計報告によりますと、
年齢別及び経験年数別災害発生件数では「20歳
未満」で「経験年数１年未満」の災害の発生率
が高くなっております。
　新入社員は、仕事にも新しい環境にも不慣れ
であり、災害を起し易い状況にあります。
人生の三分の一は、会社で過ごします。この長
い会社生活がより楽しく、豊かに充実した生活
が送れるように安全衛生教育の充実を進めて行
きたいものです。� （労務部　藤原�記）

　１月16日(水)、近藤支部長はじめ総勢64名は
恒例となった大山阿夫利神社に参拝し、無事
故・無災害を祈願致しました。
　引き続き行われた賀詞交換会では、会員相互
の情報交換が終始和やかな雰囲気の中で進めら
れ、今年こそ景気の回復に強い期待を寄せてい
るようでした。� （総務部　野島　記）

新年安全祈願祭・
賀詞交歓会を開催

◎新入社員教育
　４月11日　　　　市立産業会館
◎有機溶剤業務従事者教育
　４月16日　　　　市立産業会館
◎支部定時総会
　４月23日　　　　市立産業会館
◎労働関係法令等説明会
　５月22日　　　　市立産業会館
◎第１衛生管理者試験準備講習会
＊7月28日の出張試験(神奈川大学)�での合格
を目指して！�

　５月30、31日　　けやき会館
◎全国安全週間推進大会
　６月７日　　　　あじさい会館
◎安全管理者選任時研修
　６月17、18日　　市立産業会館

編　集　後　記事務局だより

当面の事業予定
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