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 平成27年　年 間 標 語

守ります! 健康管理と安全確認

　笑顔ひろがるゼロ災職場

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)働き方改革の推進
　過重労働による健康障害を防止するた
め、窓口指導、監督指導等を通じて労働
時間、割増賃金等に係る労働基準関係法
令の履行確保や長時間にわたる時間外労
働の縮減などの指導を行います。

(２)法定労働条件の履行確保等
　賃金不払等の申告事案への迅速な対応
を図るとともに、依然として賃金不払残
業の実態が認められるため、適正な労働
時間管理に向けた指導を推進します。
　また、劣悪な雇用管理を行い、若者の
「使い捨て」が疑われる企業等について

は、過重労働による健康障害防止対策の
徹底、賃金不払残業の解消及び職場のパ
ワーハラスメントの予防と解決に向けた
取組を推進します。

(３)自動車運転者
　自動車運転者については、依然として
長時間労働、陸上貨物運送事業における
労働災害の多発もみられるため、関東運
輸局と連携しつつ労働基準関係法令等の
遵守の徹底を図ります。また、荷主に対
しては、過重労働による健康障害防止及
び荷役作業における労働災害防止のため
の要請を行う等、その理解の促進を図り
ます。

(１)神奈川県内労働災害発生状況
　平成26年の死亡災害は、32人（速報値、
対前年比▲12人）、建設業（13人）と製
造業（8人）で66％を占めています。

　平成27年度

労働基準行政の重点施策
（神奈川労働局）

相模原労働基準監督

1.	働き方改革の推進及び一般労働
　 条件の確保・改善等

２.	労働災害の発生状況等に応じた
　  労働災害の防止
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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

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

　 ま た、 休 業4日 以 上 の 死 傷 災 害 は
6,344人（速報値、対前年比+1.7％）、製
造業、建設業、陸上貨物運送事業、小売
業及び社会福祉施設で61％を占め、特
に製造業、陸上貨物運送事業及び小売業
では増加しています。

(２)増加している事故の型別
　「転倒」：9.9％増加、「動作の反動･無
理な動作」：4.3％増加、「交通事故(道路
)」：13.5％増加

(３)特に重点的に取り組む対策
①災害が増加傾向及び多発している業種
（製造業、建設業、陸上貨物運送事業、

小売業及び社会福祉施設）
②特に製造業については「はさまれ・巻

き込まれ」による災害の防止対策
③特に建設業については「墜落・転落」

による災害の防止対策
④転倒、動作の反動・無理な動作、道路に

おける交通事故による災害の防止対策

(１)化学物質による健康障害防止対策
　化学物質を取扱う事業場に対して、化
学物質の適正管理と作業環境の改善を指

導します。また、平成28年6月までに施
行される化学物質に係るリスクアセスメ
ント実施の義務化の円滑な施行を図りま
す。

(２)メンタルヘルス対策
　ストレスチェック制度（平成27年12
月１日施行）に向けて、制度の周知徹底
を図ります。また、メンタルヘルスケア
の周知・啓発を図り、職場における心の
健康づくり計画の策定を促進します。
事業場の産業保健活動を支援する神奈川
産業保健総合支援センターと連携して事
業の円滑な活動を推進します。

(３)受動喫煙防止対策
　受動喫煙防止措置（平成27年6月1日
施行）の周知徹底を図るとともに、受動
喫煙防止対策助成金や相談支援などの委
託事業を周知啓発し、事業場の取組の促
進を図ります。

　最低賃金の履行確保のため、あらゆる
機会をとらえてその周知を図ります。

４.	最低賃金制度の適切な運営
３.	職場環境に応じた労働者の健康確
保対策の推進

神奈川県の最低賃金　時間額887円
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　神奈川労働局では第12次労働災害防

止推進計画（平成25年度～ 29年度）に

基づき、神奈川県内の労働災害（死亡・

休業）を平成29年までに15％減少（平

成24年比）させることを目標として、

各種施策を展開しています。また、近年

では「転倒」による労働災害の発生が最

も多く発生していることから、現在「Ｓ

ＴＯＰ！転倒災害プロジェクト神奈川２

０１５」の実施中です。

　特に相模原労働基準監督署では、転倒

災害の防止を実効のあるものとするため

の手法として、リスクの見える化と合わ

せて４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）＋

１Ｓ（躾）とした「５Ｓ（Ｇｏ！相模原

！）活動」を推進しています。

仕事中に転倒して4日以上仕事を休む方

は全国的に年々増加しており、神奈川県

内でも年間1,400人前後（速報値）の方

が被災しています。また、転倒による死

亡災害もほぼ毎年発生しています。

　そこで厚生労働省では、転倒災害の増

加に対処するため、「STOP ！転倒災害

プロジェクト2015」を全国的に展開す

ることとしており、神奈川労働局・相模

原労働基準監督署でも、「STOP ！転倒

災害プロジェクト神奈川2015」として

各種取り組みを実施しております。

相模原労働基準監督署管内では「転倒災

害」防止をターゲットとした対策の一つ

として、「Ｇｏ！相模原！」をスローガ

ンとし、５Ｓ活動を推進しています。

　詳しくは、神奈川労働局ホームページ

内の相模原労働基準監督署からのお知ら

せをご確認ください。

（http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.

mhlw.go.jp/news_topics/kantokusho_

oshirase/sagamihara.html）

Ｇｏ！ 相模原！  
　５Ｓ活動で転倒災害を防止しよう！

相模原労働基準監督



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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　厳しい寒さの中２月２日（月）に、相模原市
中央区宮下にある株式会社イムラ封筒の相模原
工場を訪問させていただきました。

　株式会社イムラ封筒は、封筒を製造販売する
国内最大手の企業で、扱っている封筒の80％
がオーダーメイドの封筒とのことです。請求書
用封筒やＤＭ（ダイレクトメール）など業務用
封筒・事務用封筒が中心で、ハサミを使わない
で開封できるクイックオープナーや特殊窓封筒
など、常に新しい企画でお客様のニーズを捉え
ています。またＤＭ等の企画・製作・封入・発
送業務までを行うメーリング事業やシステム開
発・サービスを行う情報システム事業などにも
力をいれております。
　創業は大正7年で、井村商会として奈良に設
立し、荷札の製造販売を開始しました。昭和
37年に現社名の株式会社イムラ封筒に変更さ
れました。また、この年に相模原工場が操業開
始し、５年後の昭和42年にＪＩＳ認定工場に
なっています。
　相模原工場は封筒のメイン工場で、全社売
上げの約1/3を占めています。従業員の数は約
200名で男女の比率は50：50の同比率とのこ
とでした。工場内の見学で、まず目についたの
は工場のいたる場所に噴霧装置があって、湿度
管理が徹底されていることでした。巻き取り原

紙から封筒までを一貫して生産する高速自動化
ラインでは、日頃目にする封筒などが生産され
ていてとても親しみを感じました。年に何回か
近所の小学生も工場見学に来られるとのことで
す。きさくに挨拶をして下さる従業員の皆様が
いたりして工場全体の雰囲気がとても暖かく感
じられました。
　安全衛生の取組みでは、毎月実施される安全
衛生委員会の下位組織として各係ごとに分科会
があって、そこでリスクアセスメント等の安全
活動を実施しているとのことでした。生産設備
はほとんどが海外から輸入した機械で、安全カ
バー等はそのままの状態で設置するのでは無く、
自社で生産面・安全面を考慮しカスタマイズを
施して対策をとっているとのことで、ほとんど
が自動化ラインのため、ＴＰＭ活動にも力をい
れているとのことでした。
　最後に、当日はご多忙中にもかかわらず塚本
工場長、森係長から大変丁寧に会社説明や工場
案内をしていただき大変ありがとうございまし
た。この場を借りてお礼申し上げます。同社の
今後の益々のご発展をお祈り申し上げます。

（総務部　編集委員　久本・田所　記）

会員事業場訪問記
株式会社イムラ封筒　相模原工場
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　標題の団体は、相模原市内の（公社）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
事業労働災害防止協会神奈川県支部相模原分会、
（一社）日本ボイラ協会神奈川支部相模原地区
会の４団体と相模原地域産業保健センター及び
神奈川県社会保険労務士会相模原支部の２団体
がオブザーバー参加している協議会であります。
　この協議会は、年４回(平成26年度から３回
)相模原労働基準監督署主催による会議を実施
し、署からの報告・連絡事項、各団体からの報
告・連絡・依頼事項の展開及び団体として行う
共催事業である安全推進大会、労働衛生推進大
会、経営首脳者セミナーの内容について協議を
しております。

　以前は、林災防（林業・木材製造業労働災害
防止協会神奈川県支部相模原分会）が加盟して
おり、労安協、建災防、陸災防、ボイラの５団
体であったことから５災防の略称でした。現在
４団体になっても語呂がよくないせいか４災防
と呼ぶ人はいないようで、普通に災防団体と呼
んでいます。
　現在は、各団体で実施している技能講習等で
所属団体が未実施のものについては開催案内等
を他の団体から展開して頂くことで受講者増に
貢献しております。
　因みに、事務局の所在地は〈労安協〉が市民
会館の真裏で桐生ビル２階にあり、〈建災防〉
は労安協の近くにある相模原建設会館隣の２階、
〈陸災防〉は愛川町中津にある神奈川県トラッ
ク協会相模原ＳＣ内にあり、〈ボイラ〉は地区
会長の事業場が事務局となっています。

（事務局　記）

　１月28、29日の２日間にわたり、市民会館に
於いて安全衛生推進者養成講習会を開催致しま
した。参加人数は、昨年の倍にあたる40名でした。
　中小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整っていない
との指摘があります。
　安全衛生管理体制の整備は、災害ゼロ・疾病
ゼロを達成するために大変重要であります。中
でも中小事業場においては、衛生推進者・安全
衛生推進者の役割が重要であると考えます。
　従って、当講習会では安全衛生推進者が知っ

　新年を迎え恒例の行事として、1月16日（金）
に相模原支部の安全祈願祭が企画され、大山阿
夫利神社参拝が催行されました。2台のバスに
60名が分乗して12時に相模原を出発、13時半
過ぎに参道下のバス停に到着しました。

　前日の雨があがった当日は、寒気が緩み、時
季的に望ましい気候となりましたが、参道階

段登坂の際は、冷気対策の着込み過ぎが少々汗
ばむ感がありました。下社の展望台から眼下に
は、東方に向かって日差しを受けた明るい平
野が望めたことから、「今年の良い兆し」を感
じた方も多かったと思います。若干遅れつつ
も、阿夫利神社の目黒宮司により厳かに安全祈
願が執り行われ、各社団体代表がお祓いを受け
た後、祈祷札などを手に帰途のバスに乗車した
のは、17時前でした。その後、相模原への復
路では、事故渋滞の影響を受けて上溝への帰着
は19時頃になりました。引き続いて、待たせ
ていた直接参加組メンバーを交えた賀詞交歓会
は、島崎支部長と黒沢署長から新年のご挨拶を
頂き、改めて今年の無事故無災害と加盟関係各
社の事業繁栄等が祈念され、乾杯の運びとなり
ました。 　交歓会は54名が参加し、和やかな
雰囲気の中で進行されました。

（衛生部　編集委員　内山　記）

ておかなければならない知識を習得させるため
に講師と事務局が一丸となって、受講者が事業
場で安全衛生推進者としての役割が十分に発揮
できるよう講習内容の充実を図っております。
　講師は、支部選任トレーナーで相模原地域産
業保健センターの片山さんにお願いしました。

（総務部　編集委員　宗像　記）

相模原労働災害防止団体連絡協議会

安全衛生推進者養成講習会

安全祈願及び賀詞交歓会



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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　非常に寒い日が続き雪は大丈夫かな？という思いが
ありました。一年前を振り返ると、昨年の２月は、大
雪となり大きな被害に見舞われ事業所内でも除雪が難
航し、生産面への影響や資材の搬入等で通行できない
状況があり、非常に大変な時期でした。今年は、除雪
のためのショベルカーやフォークリフト用のチェーン、
除雪用スコップ、融雪剤等を準備し万全の態勢でいま
したが、大雪になることはありませんでした。少し空
回りした気分でしたが、『備えあれば憂いなし』しっ
かり準備していたからこそ、事が起きなかったのだと
思いました。安全についても同じと考えます。その一
つにリスク管理の重要性があると思います。当事業所
では、リスクアセスメントを採り入れた活動をはじめ
てから５年が経ちました。昨年は、非定常作業に於け
るリスクアセスメントに力を入れ、特に協力会社の部
分も含め『一人作業のリスク』を抽出しそれに対する
見積・評価、リスクの低減措置を挙げ優先順位を決め
て実行してきました。事業所内全員で取り組むことで、
一人一人の意識、またリスク低減のための改善を行う
ことで、確実に事が起きることを減少させることがで
きると確信しています。そんな取り組みをしている中
でも、災害は発生してしまいます。
　ゼロ災運動の理念に基づくゼロの原則、参加の原則、
先取りの原則を事業所全員で理解し実践する職場の風
土づくりが必要不可欠です。仕組みがあっても、その
目的、意図を心から理解していないとすぐに風化し
てしまいます。定着させるために大切なことは、管理
職や安全推進委員が率先し行動することだと思います。
先輩からよく指導された『言ってみて、やって見せて、
やらせてみて、褒めてやらねば人は動かず』という言
葉があり、自らの強い意志で、率先垂範を心掛けてい
ます。安全に対し『そこまでやるか！』と言われるよ
うに努めることで、風化させること無く継続できると
思います。
　事業所内で定着しているタッチアンドコールがあり
ますのでご紹介します。『今日一日自分は怪我をしない。
他人にも怪我をさせない。一人ひとりかけがえの無い仲
間。ゼロ災で行こう！よし！』善い言葉だと思います。
　会員事業場の皆様も安全衛生活動を風化させないた
めの様々な活動を行われていると思います。皆様の活動
の継続とゼロ災をお祈り申し上げます。　ご安全に！
　～日本山村硝子～

（労務部　編集委員　浅見　記）

　会員事業場の皆様におかれましては、年度初めで何か
とお忙しい中、新入社員の教育に励んでいる時期ではな
いかとお察し致します。
　当協会相模原支部も定時総会を間近に控え、慌ただし
い日々を過ごしております。
　さて、支部では無料貸し出し視聴覚教材ビデオのＤＶ
Ｄ化を進めようと、６本の新作ビデオを購入しました。
高額なため少しずつ、順次種類を増やして行きたいと思
います。
　無料貸し出しは会員様への特典であり活用頂ければと
思います。
<ビデオＤＶＤの紹介>
①有機溶剤中毒を防ぐ
②危険予知活動のめざすもの～ヒューマンエラー事故を

なくそう～
③ゼロへの道　～人間尊重集団づくり～
④見落としていませんか危険を～巡思で安全パトロール

を見直そう～
⑤指差し呼称で防げ職場のヒューマンエラー
⑥指差し呼称していますか？～定着化のポイント～

◎新入社員安全衛生教育
　４月８日(水)　会場：相模原市民会館
◎有機溶剤業務作業従事者教育
　４月14日(火)　会場：相模原市民会館
◎相模原労働災害防止団体連絡協議会
　４月16日(木)　会場：相模原労基署
◎支部定時総会
　４月24日(金)　会場：相模原市立産業会館
◎優良事業場見学会
　５月19日(火)　キャタピラージャパン
　　　　　　　　　　及び日産記念車庫見学
◎第一種衛生管理者試験準備講習会
　５月21日(木)と22日(金)の２日間
　　　　　　　  会場：相模原市立産業会館
◎労働関係法令等説明会
　５月27日(水)　会場：相模原市民会館
◎安全週間相模原地区推進大会
　６月４日(木)　会場：相模原市民会館ホール
◎安全管理者選任時研修
　６月24日(水)と25日(木)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


