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支部ニュース
（公社）神奈川労務安全衛生協会
相 模 原 支 部 発 行
相 模 原 市 中 央 区 中 央 ３ － ８ － ８
（ 桐 生 ビ ル　 ２ Ｆ ）
TEL ０ ４ ２ － ７ ５ １ － ９ ３ ９ ６

1.過重労働による健康障害防止対策

　労働条件確保・改善、長時間労働抑

制と健康管理の徹底により、労働者の

健康障害リスク低減を目指します。

2.労働災害防止対策

　第12次労働災害防止推進計画を踏ま

え、小売業、飲食店、製造業、建設業

の重点業種について労働災害減少の対

策に取り組んでいきます。

3.化学物質による健康障害防止対策

　有害物を取り扱う事業場に対し、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。

4.自動車運転者・陸上貨物運送事業災害防止対策

　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、長時間

労働防止と安全衛生の確保を推進して

いきます。

5.介護労働者・社会福祉施設災害防止対策

　労働条件確保・改善と労働災害防止

に向けた指導を行っていきます。

6.第三次産業対策

　労働条件確保に問題がある業種に対

する指導を行っていきます。

7.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。

8.製造業対策（爆発・火災重点）

　死亡・重大災害の防止のため、爆発・

火災防止を重点に指導を行っていきま

す。

9.その他の労働衛生対策

　石綿ばく露防止対策、粉じん対策、

熱中症・腰痛・受動喫煙の防止につい

て周知していきます。

10.メンタルヘルス対策

　「心の健康づくり計画」の策定でメン

タルヘルス対策に取り組む事業場の増

加を図ります。

平成26年度 
神奈川労働局及び相模原労働基準監督署における、
監督及び安全衛生業務の重点課題

平成26年度 
神奈川労働局及び相模原労働基準監督署における、
監督及び安全衛生業務の重点課題

○『全国安全週間相模原地区推進大会』のご案内
日時：平成26年６月５日　14：00 ～ 16：40　 
会場：相模原市　市民会館　ホール
＊ゼロ災目指して多くの方の参加をお願い致します。
　　　共催：相模原地区災害防止団体連絡協議会



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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最低賃金の件名 最低賃金額 効力発生年月日１時間
塗料製造業 884円 平成26年3月15日

鉄鋼業 874円 平成26年3月15日

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 873円 平成26年3月15日

非鉄金属製品製造業

868円 平成25年10月20日
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

輸送用機械器具製造業

自動車小売業

●特定（産業別）最低賃金

注）平成25年度は、特定最低賃金のうち塗料製造業、鉄鋼業、電気機械器具製造業以外の業種は改
正されませんでしたので、神奈川県最低賃金額が適用されます。

●特定（産業別）最低賃金額適用除外者
（次のいずれかに該当する者は神奈川県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。
イ　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
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相模原労働基準監督署　組織図

平成26年４月１日から体制が変わりました。

担当業務

第一方面、第三方面
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
第二方面
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

労働基準監督官
　池田　　奨

地方産業安全専門官
　林　　太郎

労働基準監督官
　宮﨑　正信

労災認定調査官
　猪俣　明彦

補償係長
　佐藤　　大

署　長
　黒沢　　武

第一方面主任
　吉田　光幸

第二方面主任
　下川　眞徳

第三方面主任
　松島　史典

業務課長
　秦野ゆかり

労災課長
　望月　清貴

副主任監督官
　奈良　雅洋

給付調査官
　福田　勝巳

次　長
　池田　有他

厚生労働事務官
　岩田　美紀

補償主任
　渡邊　絢司



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
日本オクラロ株式会社

　まだまだ寒さが厳しい３月３日（月）に、相
模原市中央区小山にある日本オクラロ株式会社
相模原事業所を訪問させていただきました。
　同社は、日立製作所が誇る世界最高峰の光技
術、モノ作り力を2000年に日本オプネクストと
して継承され、2012年日本オクラロとして生ま
れ変わり、世界の光通信のニーズに応えていま
す。主力製品は通信機器の中枢となる光信号と
電気信号を変換する光送受信器を生産されてい
ます。開発者は回路の設計から部品の選定、試
作品のデバッグ、生産能力の向上、アフターフ
ォローまで一貫して行なわれています。100G
イーサネット用の高集積レーザモジュールや
PDモジュール、長距離伝送用の小型光送受信
モジュール、波長分割多重用の波長可変レーザ
モジュールなど、独自の技術を駆使し光通信の
未来を担う高難度の製品開発に取り組まれてい
ます。
　相模原事業所は、従業員数約250名で、パー
ティクルクリーン度の高いクリーンルーム内で
高精細な回路形成やモジュールの組み立てを行
っており、作業環境においても安全衛生面の充
分な配慮がされていると感じました。
　相模原事業所の安全衛生管理活動は、「安全
と健康を守ることはすべてに優先する」ことを
基本方針とし、推進をするための重点管理項目
と推進内容を明確にして全従業員に周知されて
おります。主な推進内容としては、

①【安全管理】労働災害防止対策の徹底。
②【健康管理】メンタルヘルスケアの一層の

充実と、心身の健康管理支援施策の展開。
③【交通安全】交通安全教育啓発活動の推進。

　その他の活動は、危機管理対策の徹底と職場
コミュニケーション活性化の推進を行っていま
す。具的な活動計画については、詳細な活動事

項を月単位で実施時期を決めており、安全衛生
委員会を通じて確実にフォローをされています。
　また、昨年の４月に戸塚事業所から相模原事
業所に移転された当時は、設備、作業環境が変
わったことにより、従業員からは自発的に「ヒ
ヤリハット」事例が多く出されて安全に対して
の意識が向上したとのことでした。全体の安全
衛生活動を通して、特に力を入れている活動は、
２週間に１回行われる「安全巡視」および「５
Ｓ巡視」を行い、良い悪い程度を評価点で表し
て、対策後も評価を行い安全衛生委員会で報告
およびフォローされています。
　最後に、当日はご多忙中にもかかわらず小野
様、釜鳴様から会社概要と安全衛生の取り組み
についての説明をいただきまして、誠にありが
とうございました。

（衛生部　二瓶・総務部　野島　記）
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　１月29日(水) ～ 30日(木)の両日、相模原市立
産業会館に於いて安全衛生推進者養成研修会を
開催しました。
　事業場を取り巻く厳しい環境の中、経営の効
率化により安全衛生管理スタッフが安全衛生活
動を十分に行うための環境が厳しくなっている
ことが指摘されています。それに対処するには
各事業場における安全管理体制の整備が大変重
要です。特に、10人以上50人未満の労働者を使
用する中小規模事業場では労働安全法第12条の
２により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任
し、安全衛生に係る業務を担当させることを義

安全衛生推進者
養成講習会

　２月６日(木) ～７日(金)の両日、相模原市民
会館に於いて職長教育講習会を開催しました。
　既にご承知のとおり、労働安全衛生法第60条
により事業者は、職長及び作業中の労働者を直
接指導又は監督する者に対する安全衛生教育を
必ず実施するよう義務付けています。支部では
この徹底を図るべく教育委員会で教育内容の充
実を図りながら２回/年実施しています。
　今回の出席者は、17名と少人数の講習会とな

務付けております。そのために必要な知識を習
得させるために１回/年当講習会を実施してお
ります。

りましたが、グループ討議を重視した内容であ
り活発な意見交換が見られました。その中で得
られた“気づき”を職場に持ち帰り配下の指導、
教育に活かして頂きたいと思います。

（総務部　宗像　記）

職長教育講習会

　２日間に亘る講習会でありますが、安全衛生
推進者としての知識は十分得られたものと思い
ます。事業場に戻っての活動に期待します。
　今回の参加者は20名でした。講師は、支部選
任トレーナーの片山さんにお願いしました。

（総務部　田所　記）

　年も改まった１月15日(水)、相模原支部恒例
の安全祈願祭を執り行うために、伊勢原の大山
阿夫利神社に参拝してきました。
　12時過ぎに相模原を２台の大型バスで出発し、
１時間半で参道前のバス停に到着しました。当
日の予報は午後から雪となっており、参拝も雪
景色の中か？と心配されましたが、下社に上が
ってみると見晴台から相模湾の海岸線に江の島

が望まれ、「本年の見通しは明るい」と感じました。
　総勢64名で出発しましたが、帰途に就いたの
が63名で１名が行方不明。あわや遭難か？と気
を揉んだ一幕がありましたが、路線バスで帰ら
れた方があったとのことでホッとしました。
　帰りの車中では缶ビールとおつまみが振る舞
われ、一転して和やかバスツアー気分。
　上溝に帰り着き、引き続いて支部賀詞交歓会
に席を移しました。近藤支部長と古川署長から
今年初めてのご挨拶をいただき、景気に明るさ
が見えてきた昨年、第12次防初年度の安全成績
も良好であったとのご報告もあり、今年も順風
な年にしたいとの期待を込めて乾杯しました。

（総務部　望月　記）

新年安全祈願祭・
賀詞交歓会を開催
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　会員事業場の皆様におかれましては、新入社
員の教育に尽力されている時期ではないでしょ
うか。新入社員の採用人数が増加していれば大
変嬉しいのですが、受入状況はいかがでしょう
か。
　朝の通勤時間帯に真新しいランドセルを背負
った新入学児童の緊張した面持ちが何故かホッ
とします。この子たちの未来が夢のある時代で
有ればよいなと切望いたします。
　話は変わりますが、市民会館の改修工事につ
いて、会議室については全て使用できるように
なりました。ホールについては５月中旬まで使
用できませんが、６月の安全週間推進大会には
使用できます。会場予約も済んでいます。
　第12次労働災害防止計画の初年度がスタート
し、相模原署管内の成績は大変良い結果とな
りましたが、今年度もより良い成績となるよう
無事故・無災害を目指し、技能教育(技能講習、
特別教育等)や教育研修等を展開してまいりま
すので積極的な参加を宜しくお願い致します。

　今年も間もなく暑い夏がやってきます。
 ここ数年「猛暑」や「熱中症」が世間をにぎ
わしていますが昔はどうだったでしょうか。
　30数年前私は中学・高校時代野球部に所属し
ておりました。特に高校時代は寮に入ってやっ
ており、夏休みはほぼ毎日朝から日没まで練習
をし、あの頃は「水分をとるとバテるから水は
飲むな」という、今では考えられない指導方法
であり、水は飲めませんでしたが、一人も暑さ
で倒れた人はいなかった記憶があります。しか
し、練習中本当に毎日水を飲まなかったという
のは無理がありましたので、トイレに行った時
わからない様に顔を洗うとみせかけて水を飲ん
でいましたが・・・。
　また、クーラーもまだ普及しておらず当然寮
に１台もなかったのですが、暑くて眠れないこ
とはなく毎日22時～７時まで（勉強もせず）ぐ
っすりと寝ており、暑さで食欲がないというこ
ともなく、人一倍食べておりました。
　なぜ、毎日炎天下の中、水分もろくに取ら
ずに倒れる人がいなかったのか、原因として
は、ここ数年地球温暖化で、暑さは昔にくらべ
ても確かに厳しいですが、やはりクーラーが
世の中に普及したせいで体の暑さへの順応力が
弱まったのが一番ではないでしょうか。私自身
も、もはやクーラーがないと生きていけません
が・・・。
　今年も厳しい暑さが予想され、会員事業場の
皆様におかれましてもさまざまな「熱中症」対
策の取り組みを行われる事と思います。こまめ
に水分を摂るのはもちろんのこと、「よく食べ」
「よく寝る」ことの大切さを伝えていただき、
毎年のように暑くなる今年の夏も、災害０を目
指し共に乗り切っていきましょう。

（安全部　村澤　記）

◎新入社員安全衛生教育
　４月10日(木)　 会場：相模原市民会館
◎有機溶剤業務従事者労働衛生教育
　４月18日(金)　 会場：相模原市民会館
　(労安協主催で建災防が共催する)
◎支部定時総会
　４月25日(金)　 会場：相模原市立産業会館
◎建設業等における熱中症予防指導員研修
　５月14日(水)　 会場：相模原市建設会館

(建災防主催で労安協が共催する)
◎労働関係法令等説明会
　５月21日(水)　 会場：相模原市民会館
◎全国安全週間相模原地区推進大会
　６月５日(木)　 会場：相模原市民会館
(相模原労働災害防止団体協議会の共催)
◎第一種衛生管理者試験準備講習会
　６月９日(月)と10日(火)の２日間
　　　　　　　　 会場：相模原市民会館
◎安全管理者選任時研修
　６月17日(火)と18日(水)の２日間
 会場：相模原市民会館
◎職長教育講習会
　７月８日(火)と９日(水)の２日間
 会場：相模原市民会館

事務局だより 編　集　後　記

当面の事業予定


