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年　頭　に　あ　た　り

　新年あけましておめでとうございます。
　相模原支部会員事業場の皆様におかれまして
は、ご家族共々輝かしいお正月をお迎えられた
こととお慶び申し上げます。
　昨年の春に開催されました総会にて支部長に
就任、早くも８か月が過ぎ、新しい年を迎える
ことが出来ましたのも、会員事業場の皆様方か
らの多くのご支援、ご協力があってこそと、こ
の紙面をお借りして感謝申し上げます。ありが
とうございます。
　昨年を振り返りますと、４月には消費税が８
％へ引き上げられ、３月までは駆け込み需要も
ありましたが、消費税増税後、原材料価格の上
昇なども重なり厳しい場面に出くわしていたの
ではないかと思います。この厳しい状況からの
目立った好転が、感じ取れている事業場は少な
いのではないかとも思っております。
　その様な世情の中昨年10月末の災害状況を振
り返ってみますと、相模原署管内では、残念な
がら休業４日以上の死傷者数が前年同期と比較
し、19名増加しており、さらに４名もの多く尊
い命が労働災害によって失われております。
　この様な状況を踏まえ、各会員事業場の皆様
に対しまして、ご承知の事とは思いますが、次
の点につきご留意頂ければ、大変、心強く思う
次第であります。
　新しい年を迎えましても引き続き、各会員事
業場での活発な安全活動を遂行頂き、ゼロ災に
向けた諸活動をお願い致します。従業員の皆様
の安全意識を更に向上させるなど基本に立ち返
り、安全水準を底辺からより一層向上して頂き
たく考えております。また、近年、労務・衛生
面での取り組みについても積極的に取り組んで
頂いているかと感じております。特に労務管理
面、感染症対応、メンタルヘルス対応、そして
化学物質の取扱いといった点は、課題として直
面する事業場も多いかと思います。これらの課
題については、専門性も強く、馴染むには時間
も要するかと思いますが、協会の講座なども活
用頂きながら、各事業場の労務安全衛生水準を
上げて、災害防止に努め更なる快適な職場作り
を目指して頂ければと考える次第です。
　最後になりますが、本年も協会へのご理解・
ご協力をお願いすると共に、各会員事業場の
益々の御発展とゼロ災を祈念し、年頭の挨拶と
させて頂きます。

神奈川労務安全衛生協会
　相模原支部
　支部長　
　　島崎　秀夫

相模原労働基準監督署

　署長　
　　黒沢　　武

　平成27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とともに、日頃か
ら会員の皆様方には当署の行政運営に多大なる
御理解と御協力を賜っていることに対しまして、
厚く御礼申し上げます。
　さて県内の景気は基調的にはゆるやかに回復
していると言われております。一方で昨年の当
署管内の労働災害発生状況は、全産業では休業
４日以上の死傷者数が417人（10月末現在）と
前年同期比で19人、4.8％の増加、死亡者数は
４人（10月末現在）となっています。第12次労
働災害防止推進計画の初年度であった平成25年
は前年比11.1％と大幅に減少しておりますので、
このまま推移すると数字が確定するまでに一昨
年の減少分を取り戻してしまうのではないかと
懸念しております。今後とも計画目標達成のた
め１件でも労働災害を減少させるように取り組
んでまいりたいと考えます。
　昨年を振り返りますと、さがみ縦貫道による
中央高速と東名高速の接続、リニア新駅の決定
など明るい話題もありましたが、全国的には三
重県内の工場の爆発などの労働災害、御嶽山の
噴火による自然災害などで尊い人命が失われた
ことが記憶に残っております。
　自然災害への対策は困難な面もありますが、
労働災害防止のためには、日常の安全点検、安
全パトロール、リスクアセスメントの推進等の
安全管理活動の重要性を痛感するところです。
　法令改正関係では、胆管がん事案の発生や、
精神障害を原因とする労災認定件数の増加など
を踏まえた改正労働安全衛生法の公布、過労死
防止対策推進法の施行などがありました。
労働災害の防止、労働条件の確保改善、健康確
保対策を効率よく進めていくためには皆様方の
御協力が是非とも必要です。引き続き地域の安
全水準向上に御尽力をお願いします。
　最後になりましたが、会員事業場のますます
のご発展と、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、新年のあいさつとさ
せていただきます。



全国労働衛生週間
相模原地区推進大会
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　特別講演では、北里大学医学部公衆衛生学助
教で日本産業衛生学界指導医の江口医学博士よ
り『職場で元気に安全に働くために～組織にで
きること・個人にできること』と題して、ご講
演頂きました。
　江口先生は2001年に産業医科大学を卒業され
福岡徳洲会病院にて臨床研修、その後一般財団
法人京都工場保健会、エクソンモービル有限会
社、京セラ株式会社で産業医として勤務。2013
年８月より北里大学医学部公衆衛生学に助教と
して、産業保健領域を中心に研究活動をしてい
ます。この間、日本産業衛生学会専門医・指導
医・労働衛生コンサルタント・経営学修士・医
学博士を習得されています。
　講演内容は、職場をいきいきとした働きやす
い環境にするために、個人の視点としてワーク
エンゲイジメント（仕事に対する熱意・没頭・
活力の充実度）とジョブクラフティング（個人
が自分自身で働きやすいように意識的に改善し
ていくこと）についてのお話と、組織として①
コミュニケーションを意識して実施していくこ
と②ソーシャルキャプタル（人と人との係わり
合い・結びつき等）についてのお話を多くの事
例をまじえて講演していただきました。今後の
活動の参考にしていきたいと思います。
　最後に建設業労働災害防止協会神奈川支部相
模原分会の篠崎分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。本大会にご協
力頂きました皆様に感謝いたします。ありがと
うございました。
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＞
◦株式会社　山路フードシステム相模原事業所
＜個人＞
◦熊田　伸　　　㈱ﾄｯﾊﾟﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
� 相模原工場
◦周東　俊哉　　㈻北里研究所�北里大学病院
◦青木　茂　　　ＫＹＢ株式会社�相模工場
◦大島　福代　　キャタピラージャパン株式会社
　　　　　　　　相模事業所

（総務部会編集委員　田所　記）

　第65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、スローガン「み
んなで進める職場の改善　心とからだの健康管
理」）に向けた相模原地区推進大会が去る9月4
日(木)相模原市民会館に於いて開催されました。
今年も370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さが反映された
大会となりました。

　大会は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会
神奈川支部の桒原相模原分会長による開会の辞
に始まり、相模原労働災害防止団体連絡協議会
島崎会長の挨拶、さらに来賓の相模原労働基準
監督署の黒沢署長、相模原市経済部産業雇用政
策課の原田課長、神奈川県医師会産業医部会相
模原支部の黒沢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
10事業所に団体賞、8名の方に功績賞が島崎会
長より贈られました。受賞されました方々に謹
んでお祝い申し上げます。
　続いて、相模原労働基準監督署下川第二方面
主任監督官より全国労働衛生週間実施要綱につ
いての説明と、６月に公布されました改正労働
安全衛生法についての説明がありました。



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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神奈川県最低賃金が平成26年10月1日から
1時間887円に改正されました。

最低賃金の件名 最低賃金額
（時間額） 効力発生年月日

神奈川県最低賃金 ８８７円 平成26年10月1日

◦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ので、派遣先
事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

◦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。
(1)　臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)　１箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)　所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)　所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)　午後10時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の
賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)　精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金
額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1)　時間給制の場合
　　　時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)　日給制の場合
　　　日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)　月給制の場合
　　　月給÷１箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)　出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払
制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低
賃金額(時間額)と比較します。



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

経営首脳者セミナー
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　2014年10月9日（木）相模原市民会館・第一
大会議室において、「経営首脳者セミナー」が
開催されました。

が社会問題化している中、またワークライフバ
ランスの実現や優秀な人材の確保のためにもた
いへん参考になるお話でした。
　続いて特別講演として、神奈川県産業保健総
合支援センター相談員で三澤労働衛生コンサル
タント事務所所長の三澤眞理子氏より「職場の
メンタルヘルス対策」についてお話ししていた
だきました。講演の冒頭では、隣の参加者同士
で自分の会社の良いところや好きなところを話
し合う場を作り、コミュニケーションの大切さ
を身をもって体験させる仕掛けがあるなど、参
加者は徐々に講師の話に引き込まれていきまし
た。

　本セミナーは昨年度までは神奈川労務安全衛
生協会相模原支部単独での開催でしたが、本年
度より相模原労働災害防止団体連絡協議会（神
奈川労務安全衛生協会相模原支部、建設業労働
災害防止協会神奈川支部相模原分会、陸上貨物
運送事業災害防止協会神奈川県支部相模原分会、
日本ボイラ協会神奈川支部相模原地区会）の主
催で開催することとなり、各団体の会員事業場
の事業運営に携わられている経営首脳者92名が
参加されました。
　セミナーでは島崎会長をはじめ、本部の渡辺
専務理事、相模原労働基準監督署の黒沢署長、
相模原公共職業安定所の池田所長によるご挨拶
の後、基調講演として神奈川労働局の水野局長
より「労働行政の現状と課題」と題し、雇用
対策における国・地方の連携強化、第12次労働
災害防止推進計画、平成26年の労働災害発生状
況、若者の使い捨てが疑われる企業等（いわゆ
るブラック企業）に対する取組みの強化、職場
のパワーハラスメント、多様な正社員（勤務地
限定正社員、職務限定正社員、勤務時間限定正
社員など）の現状と普及・拡大に向けた取組み
など、多岐にわたって丁寧にご説明いただきま
した。特に多様な正社員のお話は、「いわゆる
正社員」と「非正規雇用の労働者」の格差拡大

　講演内容としては、⑴労働者のメンタルヘル
スの現状、⑵健康保持や安全への配慮について、
⑶事業場における労働者の心の健康づくりのた
めに必要なこととして①ラインによるケアの重
要性②人の話を聴く基本技法③部下とのコミュ
ニケーションを高める方法④快適な職場づくり
のための諸条件などについて、⑷「うつ病と新
型うつ病」およびその対応方法について、⑸労
働安全衛生法の改正に伴うストレスチェックの
義務化などについて、たいへんわかりやすくご
説明いただきました。昨今、メンタルヘルス不
調者の増加はどの企業においても大きな課題と
なっており、私たちにとっても有意義なお話し
でした。中でも「うつ病」と「新型うつ病」や
それぞれの対応方法については明確な違いがあ
ることがわかり、今後のメンタルヘルス対策に
とってたいへん参考になるものでした。

（衛生部会編集委員　遠藤　記）



神奈川労務安全衛生大会（藤沢会場）
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　第73回全国産業安全衛生大会が10月22日～
24日の３日間、９年ぶりに広島の地で開催され
ました。大会は、初日に広島グリーンアリーナ
で行われ、神楽「八岐大蛇」（ﾔﾏﾀﾉｵﾛﾁ）のアト
ラクションの後、第１部で開会式、表彰式、大
会宣言、そして参加者全員での指差し唱和を行
いました。また、中災防創立５０周年という記
念すべき今年は、特別に記念映像も流され改め
て歴史の重さを知ることが出来ました。

ースを辿った訳でもなく、挫折を繰り返してき
た半生の中で、巡り合った「人」、「言葉」のあ
りがたさを熱く語った言葉が、『言霊』となっ
て参加者全員の胸に届いたものと思います。
　２日目、３日目は安全管理活動分科会や安全
分科会など11の分科会と緑十字展2014が、５会
場で同時開催されました。全国から各産業別の
事業場の改善事例や研究発表をはじめ、特別講
演やシンポジウムそして、中災防創立50周年記
念パネルディスカッションなど中身の濃いプロ
グラムとなっており、多くの参加者が熱心に聴
講されていました。
　３日目の広島国際会場で行われた安全管理活
動分科会パネルディスカッションでは、日産自
動車安全健康管理室の高橋氏もパネリストに加
わり「海外進出時における安全衛生活動の進め
方」について、これまでの取り組みも踏まえて
意見を交わされており、興味深く聴講しました。
　今回参加され聴講された会員各事業場の安全
衛生管理の向上に寄与する本大会であったと思
います。　　　

（総務部会編集委員　川瀬　記）

　平成26年度「神奈川労務安全衛生大会」が藤
沢市民会館大ホールにて開催されました。この
大会は、適正な労働条件の確保、労働災害防止、
健康保持増進による労働福祉の向上と産業の健
全な発展を図る決意の場とする協会最大の行事
であります。
　第一部の<式典>では、労務安全衛生功労賞
の授与と支部別安全競争上位入賞の授与が行わ
れ労働局水野局長、神奈川県からは産業労働局
川合労働部長、藤沢市の武田経済部長、労働災
害防止協会の関澤理事長の挨拶に続き、開催支
部の白樫支部長(藤沢)の大会宣言が満場の拍手
で確認されました。
　第二部<特別講演>では、「勝つためのリーダ
ーシップとチームワーク」と題し、元サッカー
オリンピック日本代表監督の山本昌邦氏の講演
がありました。その中で、監督者(リーダー )は、
選手(部下)に“気づき”を与えることが重要だ
と話されておりました。支部で行う「職長安全
衛生教育」の中でも、受講者の“気づき”を大
切にするよう指導しておりますが、正に安全に
関する内容に直結するお話でした。つまり、リ
ーダーは教え上手で・聞き上手になることが必

要不可欠であり、そのための対話を繰り返すこ
とで“気づき”が導き出されるのだと思います。
一流になるための思考法・プロセスを浸透させ、
モチベーションの維持をする為の環境づくりを
することがリーダーの務めだと理解致しました。
相模原支部関係の受賞
〈労務安全衛生功績賞の受賞者〉
◦座間　光雄氏　　　日産自動車(株)
◦竹内　猪佐夫氏　　菱重エステート(株)
◦金子　奈津樹氏　　(株)昭和真空
◦大澤　康郎氏　　　城山工業(株)
〈支部別安全競争入賞〉
◦向上賞　　　　　相模原支部

（衛生部会編集委員　小幡　記）

全国産業安全衛生大会〈広島会場〉

　第２部では、厚生労働省労働基準局からの講
演の後、元マラソンランナー有森裕子氏による
『よろこびを力に・・・～諦めない心の育て方～』
と題して、特別講演が行われました。幼少期か
ら中・高・大学と決してスポーツのエリートコ
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【有機溶剤作業主任者教育】
　建災防相模原分会主催による有機溶剤作業主
任者教育を９月９、10日の二日間にわたり当協
会相模原支部が共催で開催致しました。
当協会相模原支部と建災防相模原分会でどちら
かが実施していない講習会や、研修会を本年度
より共催で実施することにし、お互いに受講者
を募集することで受講者の増加を狙っています。
今回は、当支部会員事業場より７名の受講があ
りました。
次回も共催で開催させて頂きます。当支部の事
務所と建災防相模原分会の事務所は至近距離に
位置しており利便性があり気軽に受講して頂け
るものと思います。

【危険予知訓練リーダー養成研修会】
９月11日に危険予知訓練リーダー養成研修会を
開催致しました。講師は、選任トレーナーの村
上氏(東プレ)にお願い致しました。
出席者は34名と昨年度より増加致しました。
内容については、当支部教育委員会で毎年見直
しをしてカリキュラムの改定等も行っていま
す。演練が恥かしいなどと言っていては、危険
を予知出来ません。当研修では受講者が職場で
どう実施するか、活用するかを意識しておりま
す。災害ゼロ、ヒューマンエラー撲滅を狙いに
した危険感受性の向上を目標に次回、より多く
の方の出席をお待ちしております。

出席者は、15名で昨年と同人数でしたが、やは
り人数が少なく寂しい感じが致しました。
さて、内容ですが今回はケーススタディの方式
で吉田氏が事前に事例を３件作成し、持参した
ものを労務管理者としてどのように対応するべ
きかを受講者に質問し、詳細に解説する方法で
研修を進めました。どのケースも判断が難しく
受講者からの明確な解答とまでは行きませんで
したが、真剣に答えている様が印象的でした。
　最後に、職場のトラブル解決サポートについ
ての説明がありました。

【粉じん作業特別教育】
　10月29日に粉じん作業特別教育カリキュラム
に沿って１日コースの教育を実施致しました。
講師は、選任トレーナーの竹内氏(菱重エステ
ート)にお願い致しました。
特別教育の最大の狙いは、じん肺防止でありま
す。じん肺は、治癒しない疾病であるが予防で
きる疾病であることから安衛法の粉じん則で同
作業を行わせる場合、特別教育を行うことが使
用者に義務付けられており使用者に代わり当協
会相模原支部が実施しております。
　今回、33名の方が受講されました。粉じん作
業のある事業場においては、次回の受講をお待
ちしております。

【リスクアセスメント講習会】
　11月26日にリスクアセスメント講習会を開催
致しました。講師は、選任トレーナーの村上氏
(東プレ)にお願い致しました。
カリキュラムは、原則午前中に中小事業場編の
テキストを使用して講義の時間を短く効率的に
進めることで実演の時間を長くするように努め
ております。事例を基にグループ討議と全体発
表の演習を繰り返し行うことでリスクアセスメ
ントを理解し職場で実践できるよう教育を行っ
ています。
　今回の参加者は34名で班割は５班でグループ
討議を行いました。リスクアセスメント措置の
ビフォー・アフター事例や各事業場の実態等参
考になることが盛り沢山であり、多くの事業場
から参加して頂ければと思います。

９月以降の講習会実績

【労務管理担当者研修会】
　９月18日に労務管理担当者研修会を開催致し
ました。講師は、相模原労働基準監督署第一方
面主任監督官吉田氏にお願い致しました。
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　全国産業安全衛生大会に参加し聴講したのは
実に８年ぶりでした。会場の大きさも加わって
か前回参加した時よりも規模が大きく感じまし
た。初日の第２部特別講演で元マラソンランナ
ーの有森裕子氏の講演が熱く参加者の胸に響い
たことは大会記で紹介しましたので、ここでは
私が聴講しながら自身の安全衛生活動とオーバ
ーラップし感じたことがありましたので少し紹
介したいと思います。有森氏の話初めは、東日
本大震災当日の自身の行動についてでしたが、
パニックになり動けない様子や、ヘルメットを
被って移動したことなどは、私の地震後の行動
も同様でした。その後、怖さを感じながら事業
場操業再開に向けた設備の点検を実施したこと
を思い出しました。�
　有森氏の講演で記憶に残ってる言葉が、「応
援される・するは、年を取っても持っていた方
が良い。大人になればなるほどそれが少なくな
っていく」、「今は何もない状態だが、続けてい
けば形になる」の２つです。初めの応援される・
するは、自分がレース後半にもうだめだと感じ
てきたときに、応援されるとそこで頑張ろうと
いう気持ちが湧いてくるし、レース後生きてい
る、存在を感じるとのことでした。年と共に恥
ずかしさからか応援するのが少なくなり他の人
に『言霊』パワーを送ることが少なくなってい
くというものでした。安全衛生活動でこれまで
褒めるということはあっても中々応援するとい
うことは余りなかったので、素直に職場活動を
応援してみようかと思います。
　２つ目は、安全衛生活動も「継続は力なり」
ということです。近道せず、実直にこれからも
継続していこうと思いました。会員事業場の皆
さん、これからも実直に継続的に安全衛生活動
を推進していきましょう。

（総務部会編集委員　川瀬　記）
　　　　　　表紙写真は広島城　　

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
れたこととお喜び申し上げます。
　景気の回復が思うように進まない中、支部に
おいても会員事業場の大多数を占める中小規模
事業場においては厳しい事業経営を強いられて
いるものと思われます。今年こそは、景気の回
復を望みたいと思います。
　さて、支部は平成25年財政収支の改善に取り
組み、改善効果を得ることができました。26年
度については、それらを引き継ぎ災防団体とし
ての連携拡大による共催事業開催で受講者増に
取り組んでいます。公益法人として労務、安全
衛生に関わる法律の周知や広報も重要な任務で
あり、これらについては相模原労働基準監督署
からの指導も受けながら講習会の進め方を変え
て行こうと考えています。
　さて、会員事業場間の連携のため事業場PR
にこの会報を活用したいと一昨年の１月号で提
案し希望者を募りましたが、ここのところ別冊
事業場ＰＲ誌の申込みがありません。ぜひ活用
頂ければと思います。最後に、支部会員事業場
の益々の発展と皆様のご健康を祈念致しまして
事務局からの年頭の挨拶とさせて頂きます。

当面の事業予定

編　集　後　記事務局だより

◎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
◎職長安全衛生教育講習
　２月�５日・６日���相模原市民会館
◎安全管理者選任時研修
　２月17日・18日　相模原市民会館


