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「みんなで進める職場の改善　
心とからだの健康管理」
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　今年も10月１日から10月７日
まで、「全国労働衛生週間」が

て５割を超え、全国平均を上回っている状況
です。
　さらに第12次労働災害防止計画においては、
健康確保・職業性疾病対策として、メンタ
ルヘルス対策、過重労働対策、化学物質によ
る健康障害防止対策、腰痛・熱中症予防対策、
受動喫煙防止対策が掲げられ、それぞれ具体
的な数値目標を設定して取り組むこととされ
ています。
　以上のような状況を踏まえますと、事業者
の皆様方が、労働者の健康障害の防止、健康
診断結果に基づく措置の実施の促進等に着実
に取り組んでいただき、労働者の健康を確保
することが是非とも必要です。
　なお、前述しました最近の社会情勢の変化
や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と
健康の確保対策を一層充実させるため、化学
物質管理のあり方の見直しやストレスチェッ
ク制度の創設等を盛り込んだ改正労働安全衛
生法が、平成26年６月25日に公布されたとこ
ろです。今後は改正法の周知に努めたいと思
います。
　この「全国労働衛生週間」を機会に、職場
のトップ、管理監督者、産業保健スタッフ、
労働者がそれぞれの立場において、労働衛生
管理活動に取り組んでいただき、自主的な労
働衛生活動のより一層の促進を図ることをお
願いいたします。

平成26年度全国労働衛生週間を迎えるに当たって

相模原労働基準監督署長
黒沢　武

実施されます。「全国労働衛生週間」は、昭和
25年に第１回が実施されて以来、今年で第65回
を迎えます。本年度は、
　みんなで進める職場の改善　

心とからだの健康管理
をスローガンに展開されることとされています。
さて、神奈川県下における労働衛生の現状につ
いて申し上げますと、職業性疾病の発生件数は
減少傾向にあるものの、熱中症や化学物質との
接触による死亡災害は依然として発生しており、
一酸化炭素などとの接触等による重大災害も発
生しております。特に平成23年に大きな社会問
題となった印刷会社における胆管がん発症問題
を契機として、有機溶剤などの化学物質取扱業
務について労働衛生管理を徹底することが求め
られています。
　また、「平成24年労働者健康状況調査」（厚生
労働省）の結果によると、メンタルヘルス不調
により連続１か月以上休業又は退職した労働者
がいる事業所の割合は8.1％となっていますし、
脳・心臓疾患事案及び精神障害事案における労
災請求件数も高水準で推移しています。平成25
年の一般定期健康診断の有所見率は、依然とし



全国安全週間相模原地区推進大会
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　６月５日（木）、相模原市民会館に於いて、
災害防止4団体の共催による「全国安全週間相
模原地区推進大会」が385名の出席を得、盛会
に開催されました。

年には自転車で中国（上海）～ユーラシア大
陸最西端（ポルトガル・ロカ岬）を走破、2012
年に上海～シンガポールを走破しました。５大
陸走破の全走行距離は19万ｋｍに達し訪問国は
110 ヶ国に及びます。

　大会は、災害防止団体連絡協議会島崎会長の
挨拶に始まり、来賓としてご臨席を頂いた相模
原労働基準監督署黒沢署長、相模原市環境経済
局経済部雇用政策課原田課長よりご挨拶を頂き
ました。
　続いて、安全活動に特に功績のあった団体・
個人に贈られる、労働災害防止団体連絡協議会
会長賞は団体賞7社、功績賞9名と多くの皆さん
が受賞され、労働災害防止への熱心な取り組み
が伝わる栄えある表彰式でした。

　全国安全週間実施要領について、相模原労働
基準監督署下川主任監督官より説明があり、相
模原管内の災害件数は減少してきているが、死
亡者数は増減を繰返していて、まだ死亡災害ゼ
ロを達成したことがない。経営トップが安全に
対して意識を持ち、衛生管理体制の確立、安全
マニュアルの整備、リスクアセスメントの促進
を実施して死亡災害ゼロを目指したいとのお話
がありました。
　特別講演は、旅人の奥平正和氏をお招きし
「幾多もの困難を乗り越える“元気”と“信念”」
と題し、ご講演頂きました。
　奥平氏は1994年38歳の時にオートバイで世
界一周46000ｋｍを走破しマスコミに紹介され、
その後1999年アフリカ～中近東～東欧～ロシア
と旅を続け、2006年には北中南米を横断、2011

　今回、地球を４周半した奥平氏が一番しんど
かったと振り返る上海～ロカ岬までの自転車の
旅の経験談を中心に「今やらなければ後で後悔
する」「チャレンジ心を持ち続けることの重要
性」「自分の持っている価値観・考え方で自分
に起きる出来事が安全にも危険にも変わってく
る。」とのお話を頂きました。
　本大会にご協力頂いた皆様大変ありがとうご
ざいます。また、団体賞・功績賞を受賞された
皆様大変おめでとうございます。益々のご活躍
を祈念いたします。

受賞者の紹介
当相模原支部関係で受賞された団体・個人は次
のとおりです。� （敬称略）
＜団体＞
◦凸版物流株式会社
＜個人＞
◦金子　奈津樹　　㈱昭和真空
◦竹内　猪佐夫　　菱重エステート㈱
◦松井　正廣　　　日本板硝子㈱
◦山口　圭　　　　富士ゼロックスサービスリンク㈱
◦川本　咲子　　　日本オクラロ㈱
� （総務部　田所　記）



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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労働関係法令等説明会
　５月21日、相模原市民会館に於いて「労働関
係法令等の説明会」を相模原労働基準監督署の
協力で、22名の出席者にて開催致しました。
　第一部は、『職場でのパワーハラスメントの
予防及び対策』をテーマに吉田第一方面主任監
督官よりお話をして頂きました。そもそもパワ
ハラとは？を冒頭に解説して頂き、使用者の安
全配慮義務についても裁判事例を交えてわかり
やすく説明して下さいました。

第一種衛生管理者試験準備講習会
　６月９・10日の２日間、相模原市民会館に於
いて「第一種衛生管理者試験準備講習会」を開
催致しました。講師は昨年に引き続きミドリ安
全顧問の安部氏にお願い致しました。当講師の
講義は好評であり全国で同様の講師、講演をし
ています。
　独自の合格者必携(Ⅰ～Ⅳ)を受講者全員に配
布し、それを基に実際に出題されている問題の

解き方を解説して行きますので、なるほどと納
得するものでした。但し、２日間での詰め込み
であり受講者は大変お疲れだったと思われます。
受講者は、14名と少な目であった為に、受講者
にとって充実した２日間となったものと思いま
す。
　試験の結果報告を楽しみにしています。
� （総務部会　編集委員　川瀬）

職長安全衛生教育講習会
　７月８・９日の２日間、相模原市民会館に於
いてRSTトレーナーの座間氏、村上氏に講師を
お願いし開催しました。
　当講習会は、労働安全衛生法第60条にのっと
り、労働安全衛生規則第40条に定められた事項
について14時間コースで開催しております。
　内容は、各項目ごとの講義（座学）と次の3
点については、グループ討議と発表を行いまし
た。①労働者に対する指導又は監督の方法に関
すること、②危険性又は有害性等の調査及びそ
の結果に基づき講ずる措置に関すること(リス
クアセスメント)、③異常時等における措置に
関すること。
　今回は、受講後アンケートからの声を２、３
紹介致しますので参考にして下さい。
Ｑ：今回の受講は有意義であったか？
Ａ：他社の人と意見交換ができ勉強になった。
　　日々の業務で得られない情報、知識を得た。
　　異業種の人の考えを聞け業務に活かせる。

Ｑ：不安全状態や不安全行動を無くすには？
Ａ：日々の巡回で不安全箇所を抽出する。
　　リスクアセスメント(Ｒ/Ａ)を実施する。
　　不安全行動や行為を速やかに注意する。
　　Ｒ/ＡやＫＹにより安全意識を向上させる。
　　知らない、出来ない、やらなかったの指導。
Ｑ：ゼロ災活動を推進する上で上司に望むこと。
Ａ：パトロール等巡視を増やし、見て欲しい。
　　今回のような教育を増やしてほしい。

（安全部会　編集委員　村澤）

　第二部は、『労働災害発生状況と労働関係法
令等』をテーマに下川第二方面主任監督官に解
説して頂きました。労働災害の現状から２年目
を迎えた第12次労働災害防止推進計画の目指す
社会と重点施策についての解説。更に改正予定
の事案に関する説明もされました。
　第12次防の目標達成を目指した各事業場での
取り組み強化を期待しております。

（衛生部会　編集委員　内山）



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
※　メンタルヘルス不調者への相談
※　長時間労働者に対する面接指導
※　社員の健康管理に関する相談

相模原地域産業保健センター
〒252-0131　相模原市緑区西橋本5丁目3-21　　緑区合同庁舎2階　相模原北メディカルセンター事務局内

TEL.042-703-3000 　　　　FAX:042-703-3001
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　平成26年６月末の運輸交通業における労働災
害発生件数（休業４日以上）は、42件で昨年同
期と比較すると35.5％も増加しています。
　この交通運輸業の労働災害の中では荷役作業
中の事故が大きな割合を占めますが運送業者だ
けで荷役作業の安全対策を講じることは非常に
困難です。したがって荷主等の事業者の方につ
いても以下の「陸上貨物運送事業における荷役
作業の安全対策ガイドライン(抄)」を参考に荷
役災害の防止に取り組んでいただくようお願い
します。

荷主等の実施事項
１　安全衛生管理体制の確立等
(1)荷役災害防止のための担当者の指名
①安全管理者、安全衛生推進者等の中から荷役
災害防止の担当者を指名し、陸運事業者の荷
役災害防止担当者が行う労働災害防止のため
の措置に連携して取り組ませること。

②指名した荷役災害防止の担当者に対し、荷役
災害防止のために必要な教育を実施すること。

(2)安全衛生方針の表明、目標の設定及び計画の
作成、実施、評価及び改善

　荷主等による安全衛生方針の表明や目標の設
定、安全衛生計画の策定に当たっては、陸運
事業者の労働者が荷主等の事業場で行う荷役
作業における労働災害の防止について盛り込
むこと。

(3)安全衛生委員会等における調査審議、陸運事
業者と荷主等による安全衛生協議組織の設置

①安全委員会等において、陸運事業者の労働者
が荷主等の事業場で行う荷役作業における労
働災害の防止について調査審議すること。

②反復・定例的に荷の運搬を発注する陸運事業

者と安全衛生協議組織を設置すること。
２ 荷役作業における労働災害防止措置
(1)基本的な対策
①陸運事業者の労働者が荷主等の事業場におい
て行う必要がある荷役作業について、陸運事
業者に通知すること。また、事前に通知しな
かった荷役作業は陸運業の労働者に行わせな
いこと。

②荷役時間、荷待ち時間、貨物自動車運送事業
に従事する自動車運転者の休息時間、道路状
況等を考慮しない荷の着時刻指定は、荷役作
業の安全な作業手順の省略につながるおそれ
があることから、着時刻の指定については余
裕を持った設定（弾力的な設定）とすること。

③荷役作業を行う場所について、荷の積卸しや
荷役運搬機械・荷役用具等を使用するため
に必要な広さの確保、床の凹凸や照度の改善、
混雑の緩和、荷や資機材の整理整頓、できる
だけ雨風が当たらない荷役作業場所の確保、
安全な通路の確保等に努めるとともに、安全
に荷役作業を行える状況に保持すること。

④陸運事業者からの不安全な作業指示等に対す
る改善要望があった場合は、適切に対応する
こと。また、陸運事業者の労働者が不安全な
方法で荷役作業を行っていることを確認した
場合には、速やかに改善を求めること。

⑤陸運事業者の労働者と荷主等の労働者が、荷
主等の事業場において混在して作業を行う場
合には、作業間の連絡調整を行うこと。

(2)墜落・転落による労働災害の防止対策
①荷主等が管理する施設において、できるだけ
プラットホーム（移動式のものを含む）、墜
落防止柵・安全ネット、荷台への昇降設備等
の墜落・転落防止のための施設、設備を用意
すること。

②荷主等が管理する施設において、タンクロー
リー上部に登って行う作業や荷台に積み上げ
た荷の上での作業等での墜落・転落災害を防
止するため、できるだけ施設側に安全帯取付
設備（親綱、フック等）を設置すること。

労働基準監督署
からのお知らせ

「陸上貨物運送事業における荷役作業の
安全対策ガイドライン」について



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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我が社の労働衛生週間
三菱電機ライフサービス㈱相模支店

　当支店は、三菱電機㈱相模事務所内に拠点を
構え、グループ企業及び一般法人企業を問わず、
専門性、創造性、企画力、機動力を結集した総
合力で、トータルなライフサポートを展開して
います。「不動産」「ツーリスト」「物販」「フー
ドサービス」「ビジネスサービス」のすべての
ステージで、お客様一人ひとりの充実した福利
厚生の実現に努めてまいります。
　さて、我が社の労働衛生活動についてご報告
させていただきます。
　我が社では2002年よりＭＨＰ21(Mitsubishi-
group・Health・Plan・21)活動という健康増進
活動に取り組んでおり、今年度の目標・指針と
して「適正体重の維持」「運動習慣の定着」「喫
煙者の減少」を3本の柱として掲げ、具体策と
して、
①ウォーキングキャンペーン
②禁煙＆歯の健康づくりキャンペーン
③毎日体重計ろうキャンペーン
を今春より行っております。その一つを例に、
前年度活動よりスタートした「毎日体重計ろう
キャンペーン」の内容ですが、
◦約一か月間、自宅・会社問わず一日一回、自
分の体重を計ります。

◦その内容を指定用紙に記入し、自身の体重を

知り、自己の維持管理をする。
　その結果として、日々の変化を感じ取り、ま
た、体重を計るだけという手軽さのみで、自身
の健康への一つのバロメーターとなることを実
感していただくというものです。また、補助ア
イテムとして、従業員が歩数計・活動量計・ス
マホアプリ等を活用することによって、より自
身の体を動かす事による数値（体重）の相対変
化を実感できるきっかけ作りにもなります。当
施策も、初めは数パーセント足らずの参加者で、
なかなか全員に浸透させる難しさもありました
が、事務局として日々の会社生活の中で、より
簡単に体重チェックできるように、各拠点の休
憩室やロッカーに体重計を設置し気軽に、楽し
く、みんなで実践できるような策も講じました。
ある参加者の声を聞きますと・・「たった一日
の中でも体を動かす(動かさない)ことによって、
かなりの数値の減(増)がある！」事や、「数値
化・グラフ化することで目標と頑張りへのモチ
ベーションアップにつながった！」、「夏までに
3㎏ダウンするぞ！」等々の意気込みも感じら
れ、健康に対する関心も、更に深まりつつある
と感じました。
　最後に今回の施策を通じ、健康あっての社会
生活・ライフスタイルを充実させられることを
改めて実感し、念頭に入れながら、日々の安全
衛生活動・社会貢献に努めていきたいと思いま
す。

熱中症予防研修会
　毎年梅雨明けに熱中症が多発する傾向にあり、
今年もそこを意識し７月15日に熱中症予防研修
会を開催致しました。
　昨年は、安全衛生講習会として熱中症と「事
例から学ぶ安全衛生」の２部構成で研修会を開
催致しましたが、今年は熱中症だけに絞った研
修会と致しました。
　今回は、女性の参加者が目立ちました。また、

建災防からも10名ほどの参加者がいました。
受講後に職場に戻って講師となられる方もおり
熱心に質問されていました。
とにかく予防が一番であり、熱中症にかかって
しまった方の応急処置を理解しておくことも重
要(救命)であると感じました。

（衛生部会　編集委員　遠藤）
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　全国安全週間相模原地区推進大会で特別講演
をしていただいた奥平さんのお話をもう少し紹
介したいと思います。奥平さんは何万キロも旅
をしていて安全で無事故だった理由として次の
ように話されています。「人はそれぞれ波長を
持っていて、同じ波長を持っている人（波長が
合う人）はお互いを引き付けあう。その波長と
はラジオの周波数みたいなもので、周波数をど
こに合わせるかは自分次第、そして自分の持っ
ている波長によって、自分に起きる出来事が変
わってくる。旅をしていて、いい人に会うのは
自分がいい波長をだしているから、危険な目に
合う人は、自分自身が危険な波長を放っている
から危険な波長を持った人をひきつける。トラ
ブルに巻きこまれない為には、相手を尊敬する
気持ちやポジティブな考え方が重要で、常にそ
の気持ちを忘れずに前向きに旅を続けること。
自分は大丈夫だと言う自信が、いまは確信にな
っている。」とのことでした。自分自身の気持
ち次第でいい方向に変えることができる、これ
は旅だけでなく、いろいろな事に参考になると
思います。
　ところで、この会報をご覧になっておられま
す会員事業場の皆さまも同じ波長になっていて
引き付けられているからだと思います。会員事
業場の皆さんが、労働災害にあわず安全にお仕
事ができますように、常にいい気持ちでポジテ
ィブな波長を会報“さがみ“を通して発進でき
ますように努めていきたいと思います。

（総務部会　編集委員　田所）

　平成26年度上期(４月～９月)の労働災害統計
表を11月7日迄に支部統計委員宛に提出して下
さい。
　支部統計委員の努力に報いるためにも会員事
業場からの提出にご協力をお願い致します。
【提出先】(FAX又は郵送にて提出願います)
　〒252-0132　相模原市南区麻溝台1-12-1
　ＫＹＢ㈱相模工場�管理部�総務課　青木�茂
　TEL�042-746-5511��FAX�042-700-9215

＊全国労働衛生週間相模原地区推進大会
　9/4(木)13：30 ～ 16：30� 市民会館
＊有機溶剤作業主任者技能講習会
　9/9(火)･10(水)9：00 ～� 相模原市建設会館
＊危険予知訓練リーダー養成研修会
　9/11(木)9：30 ～ 16：30� 市民会館
＊労務管理担当者研修会
　9/18(木)14：00 ～ 16：20� 市民会館
＊経営首脳者セミナー
　10/9(木)14：00 ～ 16：45� 市民会館
＊全国産業安全衛生大会
　10/22(水) ～ 24(金)� 広島会場
＊粉じん作業特別教育
　10/29(水)9：30 ～ 16：30� 市民会館
＊玉掛け技能講習
　11/7(金) ～ 9(日)� 建災防主催別途展開
＊神奈川労務安全衛生大会
　11/13(水)� 藤沢市民会館　
＊リスクアセスメント講習会
　11/26(水)9：30 ～ 16：30� 市民会館　

編　集　後　記

新規加入事業場紹介

当面の事業予定

事務局だより
平成26年７月４日入会
ＡＬＳＯＫ双栄㈱　座間支店　相模原営業所
住所：相模原市南区麻溝台1-4-1
ＴＥＬ：046-254-5619
主な事業内容：セキュリティ事業、ビル管理
どうぞ宜しくお願い致します。


