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　当署の行政運営に対する会
員事業場の皆様方からの御理
解・御協力に厚く御礼申し上
げます。
　今年も10月１日からの１週間、66回目の全国労
働衛生週間が実施されます。
　平成26年の県内の業務上疾病による労働災害の
発生状況を見ると、休業４日以上の業務上疾病件
数・全体は 557件（前年比：＋３件）と平成23年
以降の減少傾向を維持していますが、その内訳は、
負傷に起因する疾病が 475件と最も多く、さらに
その多くは災害性腰痛(429件）が占め、平成25年
度から30件も増加しているという状況にあります。
　業務上疾病による死亡労働災害を見ると、化学
物質による疾病２人、精神障害を端緒とする自殺
１人、熱中症１人、その他の原因によるものが１
人で、平成26年中もなお業務上疾病によって尊い
生命が失われており、平成22年～ 26年までの５
年間では業務上疾病による死亡者数は35人で、そ
の内訳は脳・心臓疾患が19人と最も多く、次に熱
中症９人、化学物質との接触と精神障害が各３人、
その他が１人という状況にあります。
　また、平成26年の県内の一般健康診断結果の
有所見率は53.4％で昨年から 0.2ポイント増加し、
有所見率が全国平均よりも高い、高どまり傾向は
なお続いており、脳・心臓疾患や精神障害による

労災認定件数も増加傾向が続いています。
　さらに昨年６月に成立した改正・労働安全衛生
法の中でも、最も広範囲に影響があると考えられ
る50人以上の規模の事業場におけるストレスチェ
ックの義務付けが今年12月１日から、化学物質の
リスクアセスメント実施義務の拡大が来年６月か
らと、順次施行の予定になっていますが、今後、
該当する事業場での十分な準備が必要になってい
ます。とりわけ12月1日からのストレスチェック
制度の義務化にあたっては、制度のデザインを時
系列によって分かり易く説明すること、結果情報
の事業者への提供に関する労働者・同意の取得方
法、実施者（産業医、保健師、一定の研修を修了
した看護師・精神保健福祉士を主とする）、実施
事務従事者（人事決定権限を有さない産業保健ス
タッフを主とする）、実務の担当者（人事決定権
限を有する職制等も従事できる）、医師等（高ス
トレス者に対して面接指導を行う）、４種類のキ
ーパーソンの具体的役回りなどを中心に、私ども
行政側も有益・有用な情報発信に努めていく必要
があると考えています。
　こうした状況のもと、今年の全国労働衛生週間は
「職場発！ 心と体の健康チェック
　　　　　　　　　はじまる 広がる 健康職場」
をスローガンに様々な取組が展開されます。
　９月の準備期間、そして10月１日からの本週間
を契機に、労働衛生に関する意識高揚を図り、自
主的な労働衛生管理活動の一層の強化を取り組ん
でくださるようお願い致します。

第66回目の全国労働衛生週間を迎えるにあたって

相模原労働基準監督署　
署長　高山　博光
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「職場発！ 心と体の健康チェック
はじまる 広がる 健康職場」
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全国安全週間相模原地区推進大会
　６月５日（金）、相模原市民会館に於いて、災
害防止5団体の共催による「全国安全週間相模原
地区推進大会」が392名の出席を得、盛大に開催
されました。

　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
働基準監督署高山署長、相模原市環境経済局経済
部雇用政策課斉藤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8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組が伝わる栄え
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
準監督署桐山安全衛生課長より説明があり、H27
年4月末時点の相模原管内の災害件数は、昨年同
期を下回るものの、死亡災害が既に2件発生して
いる。また、相模原管内の死傷者数に占める転倒
に起因した災害が全国平均よりも多く、厚生労働
省において展開している「STOP ！転倒災害プロ
ジェクト2015」の事例、対策の紹介を頂きました。
その他にも、ストレスチェックの実施義務化、熱
中症、酸素欠乏症・硫化水素中毒についてのご紹
介を頂き、労働災害件数の減少を目指したいとの
お話がありました。
　特別講演は、“笑いと元気の伝道師” として活
躍するゼネラルコーディネータの本多功夫氏をお
招きし「ヒューマンエラー」～なぜ事故はなくな

らないのか？と題し、ご講演頂きました。
　人間の注意力には限界があり、どんなに注意深
い慎重な人であっても、疲労や錯覚などで「ヒュ
ーマンエラー」を起こす場合がある。人は間違い
のある動物であることを認識し、だから間違いが
起きないよう気をひきしめようではなく、間違い
が起ることを是正し、対策を考えることが重要で
ある。
　具体的には、ヒューマンエラーとなる原因とし
て、１．誤動作、２．思い込み、３．失念、４．
スキル（指導）不足、５．不注意、６．違反、７．
無理な注文　といった７つの事が挙げられる。こ
れを改善するためには、１．作業がやりやすい、２．
使いやすい、３．わかりやすい　ということを心
掛けるとよい。また、組織文化をつくることも重
要である、ぜひとも解決思考の文化を目指して欲
しい。決して、犯人捜しの文化にならないように
お願いしたい。そういった意味でも、１．自発的
に気づくこと、２．判断力をつけること、３．３
つの目を持つこと、①鳥の目（全体を見渡せる）、
②虫の目（足下を見てないとすくわれる）、③魚
の目（潮の流れを読む目を持つ）を心掛け、優先
順位をつけて行動をとる。そして、失敗から学ぶ
ことができれば成功と思う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・功労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＞
 ・㈱大飛
＜個人＞
 ・成田　光繁　　日本電気㈱
 ・村澤　勝　　　昭和電線ケーブルシステム㈱
 ・山本　忠彦　　三菱重工業㈱
 ・伊藤　雄二　　㈱バンテックセントラル
　　　　　　　　 （総務部会　編集委員　久本）



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
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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
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　５月21日・22日の２日間、市立産業会館に於い
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。覚えなけ
ればいけないポイントを合格者必携Ⅰ～Ⅳにま
とめ受講者全員に配布し、それを基に出題され
ている問題の解き方を解説して行きますので納
得できる内容でした。
　会場が48名の定員で18名の受講者と少なめであ
ったこと、且つ産業会館の懇談室(中研修室)であ

　５月27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
協力で開催致しました。
　労働基準法(荻野第一方面主任監督官が講師)
労働安全衛生法(桐山安全衛生課長が講師)に関
する主に改正法について、それぞれ説明をして
頂きました。
　今年は、無料で開催したこともあり出席者も
大幅に増え、会場もほぼ満員でした。
　今後も改正労働安全衛生法の施行に向けた準
備を支援する有益な情報を発信致します。

（村澤　記）

　８月６日、市民会館第１大会議室に於いて「衛
生推進者養成講習会」を開催致しました。そも
そも何故この暑い時期に講習会を開催するのか
疑問の方もおられるかと思います。それは、相
模原市内の小中学校の新任教頭先生が毎年、多
く受講されているために学校の夏休み期間中の
開催要望があったことを継続しているからであ
ります。
　市の教職員課より例年20 ～ 30名弱の申込み
があり、今年は30名と多くの申込みが有りまし
た。
　それに加え、会員事業場等で20名、福祉施設

ったため屋上庭園のある素晴らしい環境であり
２日間の詰め込み教育の疲れも少し緩和された
ものと思います。
　横浜国大での神奈川出張試験(７/26日)で受験
された方々の合格発表は既に済んでおりますが
結果の報告をお待ちしております。
　平成28年の出張試験７月末(日曜日)の予定に合
わせ来年は、５月26日27日に試験準備講習会を開
催致します。

（内山　記）

等で23名の申込みがありました。35名程度を見
込んで会場を６か月前に確保しておりましたが、
73名の申込みとなり会場をキャンセルし、急遽
大きな会場の確保を致しました。それは、事務
局としては、嬉しい悲鳴でありますが福祉施設
等からの出席は監督署からの声掛けにより受講
者増が実現致しました。
　要望があれば衛生推進者養成講習に限らずあ
る程度の人数が集まれば追加開催を実施するつ
もりでおりますので事務局に声掛けをお願い致
します。

第一種衛生管理者試験準備講習会

労働関係法令等説明会

衛生推進者養成講習会



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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○「職場の健康診断実施強化月間」について
　平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦
略」において「健康診断受診率の向上」が目標
として掲げられ、平成25年度は全国労働衛生週
間準備期間にあわせて、9月を「職場の健康診
断実施強化月間」と位置づけ集中的・重点的な
指導を行いました。
　平成26年も同様に「日本再興戦略」改定2014
において「健診受診率の向上」が目標として掲
げられました。
　本年度も同様の取組が行われることが厚生労
働省労働基準局から神奈川労働局を通じて指示
があったところです。
　つきましては、お忙しいところお手数をおか
けいたしますが、本年9月4日の全国労働衛生週
間相模原地区推進大会において配布します「職
場の健康診断実施強化月間」チェックリストを
ご確認、ご記入いただき、当署あてファックス
等によりご回答をお願いいたします。

○健康診断項目について
　各種の健康診断（定期、有機溶剤、特定化学
物質、電離、石綿等）については、それぞれ実
施する健康診断の項目が法令で定められていま
す。
　健康診断の項目の省略にあたっては、省略基
準（定期健康診断の場合、平成22年1月25日付
け厚生労働省告示第25号「労働安全衛生規則第
44条第2項に基づき厚生労働大臣が定める基準」）
により医師が必要でないと認めるときに省略す
ることができます。
　健診機関や事業場の担当者等が事務的に省略
を判断することはできません。
　なお、雇入時の健康診断には省略基準があり
ませんので、すべての項目について実施する

必要があります。健診機関に健診を依頼する際
に、雇入れ時の健康診断であることを告げなか
ったことから、健診機関の担当者が事務的に受
診する人の年齢等から健診項目を省略してしま
い、雇入れ時の健康診断の項目違反となった例
があります。

○「特別有機溶剤等」の健康診断について
　①エチルベンゼン等（塗装業務）②1.2-ジク
ロロプロパン等（洗浄、払拭業務）③クロロ
ホルムほか9物質（クロロホルム、四塩化炭素、
1.4-ジオキサン、1.2-ジクロロエタン、ジクロロ
メタン、スチレン、1.1.2.2-テトラクロロエタン、
テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、
メチルイソブチルケトン）（有機溶剤業務）は、
「特別有機溶剤等」と定められ、その単一成分
の含有率が1％を超える場合の健康診断につい
ては、労働安全衛生法第66条第2項、特定化学
物質障害予防規則（特化則）第39条第1項に基
づき特化則別表第3に掲げる項目を検査する必
要があります。
　さらに上記①②③の物質の単一成分の含有率
が1％を超え、有機溶剤と合計した含有率が5％
を超える場合には上記の特化則の健診と有機溶
剤中毒予防規則（有機則）第29条に定める項
目（尿中の蛋白の有無等）を合わせて検査す
る必要があります。
　また、上記①②③の物質の単一成分の含有率
が１％以下で有機溶剤と合計した含有率が5％
を超える場合は、有機則による健診を行う必要
があります。
　詳細は厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000057700.htmlでご確認ください。

労働基準監督署
からのお知らせ
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株式会社山路フードシステムは、地元である相
模原市に昭和５９年に企業様向けお弁当の製造
販売として創業いたしました。

　当社はパート従業員が多く、前述の通り意識
向上・知識向上を目的に第三者機関の講師を招
いて、細かく指導や教育を受けさせております。
今では、自ら細かく健康のチェックを行ってい
ただけるようになりました。
　主な取り組みとしては次の４つに集約されます。
　１．異物混入防止と発見者への表彰
　２．職場の５Ｓ活動の推進
　３．工場内安全点検の実施
　４．工場内ふき取り菌検査の実施
　以上のような日頃の取り組みを評価して頂き
平成２６年度全国労働衛生週間相模原地区推進
大会におきまして「団体賞」を受賞させて頂く
事が出来ました。この賞をいただいたことによ
り社内での労働衛生や食品衛生への意欲が一層
高まりました。
今後につきましても、食の安全、働く方々の労
働安全を目指し全社一丸となりより良い環境作
りを行っていきたいと思っております。
　作業管理においても使用水道の塩素管理、衛
生講習会から学んだ事の実践などを行う事で、
外部機関に委託しております細菌検査において
も発見される細菌数も激減してまいりました。
健康管理については、毎年の健康診断による作
業関連疾病などの予防、就業の適正判定、労働
による健康影響の確認などを行う事で「安全配
慮業務の遂行」をおこなっております。
　そしてこの環境を次の世代へ継承出来るよう
にしっかり基盤を作りたいと考えております。
　この度はこの様な貴重な機会を与えて頂きま
して誠にありがとうございました。

（㈱山路フードシステム　吉野　記）

現在では、企業向けお弁当に加え幼稚園給食・
小学校給食の米飯部門・中学校給食という子
供たちへの食事の提供と、ゆるり。ブランドの
居酒屋を中心とした飲食店部門を手掛けており
ます。平成２１年にＨＡＣＣＰ認定工場を相模
原市大野台に建設し、さらなる「安心」「安全」
を追究し「３管理」を高めており作業環境の
管理は高いレベルで整備できております。また、
食を通してお客様お一人お一人の健康の維持増
進、また午後の仕事への活力として美味しさか
ら幸せを感じる事を、事業の根幹に位置付け、
社会生活のお役に立つ企業を目指しております。
今回は労働衛生団体賞を頂き関係者の方々には
心から感謝申し上げます。また当社従業員の労
働安全に対する意識には深く感動を覚えます。
　当社の衛生管理としては、ＨＡＣＣＰの原則
に基いた危害分析・工程確認・管理基準・モニ
タリング方法・改善措置・検証手順・記録文書
等で責任者を明確にし、責任ある社員のチーム
によるチェック体制を取り、管理運営を行って
おります。
　食に対しては外部の第３者機関による衛生講
習会を年２回全製造盛付パートを対象として勉
強会を行っております。また、労働安全の徹底
を図るとともに給食従事者としての健康管理へ
の意識を向上させる事を目的とし、相模原教育

委員会様主催の講習会に毎年参加しております。我が社の労働衛生週間
㈱山路フードシステム

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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2013年5月　足利フラワーパーク

2012年SUGO 全日本ロードレース第6戦
過去にレースをやっておりまして、同じ時期にレースで争っていた友人の息子が初優勝の
可能性が高かったレースでの１枚。　結果は3位でした。

2013年1月8日　江ノ島シーキャンドル

相模原機械金属工業団地共同組合総務課長小幡さんに本号の編集後記を
依頼した際に、写真愛好家であることが判明し、今回は編集後記ではなく
作品(写真)の投稿をお願いしました。

「自分の思い入れで勝手に選んだ写真　　　　　　」「自分の思い入れで勝手に選んだ写真　　　　　　」
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かながわの橋100選に選ばれている
「小倉橋」

自社「相模原機械金属工業団地(協)」の紹介を少し。
今年開催した夏祭り抽選会の様子、この後は大変な熱気でした!

かながわ公園50選に選ばれている
「相模原公園」

こちらもお祭りで創作太鼓をお願いした「鼓志團」
お祭りを盛り上げていただきました!

私の写真をご覧いただきありがとうございました。
過去５年分のデーターを整理し、自己満足のベスト３＆相模原の写真を
掲載させていただき感激です。
本誌に関係されました全ての方に御礼を申し上げます。

「自分が勝手に選んだ、
　相模原の　　　　　　　　 」
「自分が勝手に選んだ、
　相模原の　　　　　　　　 」
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当面の事業予定

　平成27年度上期(４月～９月)の労働災害統計
表を11月６日までに支部統計委員宛てに提出し
て下さい。会員事業場及び支部統計委員の協力
及び努力により提出率が向上しつつあります。
是非、会員事業場からの自主提出にご協力をお
願い致します。支部統計委員の青木さんからご
案内がありましたら快く対応をお願いします。
【提出先】ＦＡＸまた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 宛
TEL：042-746-5511　FAX ：042-745-6388 

編集後記については本号お休みです。
ミニフォトギャラリーに変更させて頂きました。

◆全国産業安全衛生大会

　10月28日(水) ～ 30日(金)
　　本部へ申込み　会場：名古屋市
★経営首脳者セミナー

　11月13日(金) 13:30 ～ 16:45 
　　　　　　　　　会場：サンエールさがみはら

＊今回は、相模原市が推進している働く人の

健康づくり地域・職域連携推進連絡会との共

催で開催する。第１部に特別講演を組み入れ、
その時間帯は市内在住、在勤者の方達も入場
します。その特別講演は『日本でいちばん大

切にしたい会社』の著書でお馴染みの法政大
学大学院　坂本教授が講師です。
　特別講演終了後に、第２部で高山署長から

基調講演をして頂きます。「”過労死“働き

過ぎて死ぬということ」をテーマに過重労働
による健康障害防止対策における事業者の安

全配慮義務と管理監督者の責任について熱く
講演して頂きます。
是非、会員事業場経営首脳者層の多くの方々
の出席をお待ちしております。尚、今回の参
加は無料で開催を致します。

　☆印は、支部の事業です。
★印は、労安協相模原支部主催で相模原地区

　　災害防止各団体が共催する事業です。
★全国労働衛生週間相模原地区推進大会

　９月４日(金) 14:00 ～ 16:40
　　　　　　　　会場：相模原市民会館

＊特別講演は、改正労働安全衛生法の施行が
平成27年12月1日にせまっているストレスチ

ェック制度について、企業内で既に実施して
いる(株)リコー統括産業医の森田先生からス
トレスチェック制度を「企業における取組み

の実例から　ストレスチェック制度・運用の

実際」をテーマに講演して頂きます。
☆有機溶剤作業主任者技能講習会

９月15日(火)、16日(水) 9:30 ～ 16:40
建災防と共催　　会場：相模原建設会館

☆危険予知訓練リーダー養成研修会

９月16日(水) 9:30 ～ 16:30
　　　　　　　　　会場：相模原市民会館
◆神奈川労務安全衛生大会

　10月14日(水) 14:00 ～　参加費無料 
　　支部へ申込み　会場：湯本富士屋ホテル
　特別講演：「芸も健康、人も健康」
　　　　　　 話芸家 　江戸家 猫八

協会最大の行事であり、相模原支部からもよ
り多くの参加をお願い致します。

☆化学物質リスクアセスメント研修会

　10月19日(月) 9:20 ～ 16:50
　　　　　　　　　会場：相模原市民会館

＊化学物質のリスクアセスメント実施が義務

付けられます。施行は、平成28年6月1日です
が事前の準備が必要となりますので受講をお
勧め致します。

☆粉じん作業特別教育

　10月27日(火) 9:30 ～ 16:30 
　　　　　　　　　会場：相模原市民会館

労働災害統計表の提出期限11月６日

事務局だより


