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健康と安全チェックが
　　　　　　作業の基本

　しっかり守って　ゼロ災職場
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相模原労働基準監督署

　署長　
　　高山　博光

神奈川労務安全衛生協会
　相模原支部
　支部長　
　　島崎　秀夫

　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迎えられたこととお
慶び申し上げます。
　支部長を仰せつかって早くも二度目の新年を迎
えることが出来ましたが、これも、各会員事業場
の皆様方や関係諸団体、そして監督官庁からの多
くのご支援、ご協力、ご指導があってこそと、こ
の紙面をお借りして感謝申し上げます。大変、あ
りがとうございます。また、日頃より、支部の各
事業に対し、ご理解・ご協力を賜り、重ねて感謝
を申し上げる次第であります。
　昨年は、阪神・淡路大震災から２０年、戦後７
０年を迎える節目の年となりました。そして、箱
根山の噴火警戒レベルが段階的に引き上げられ、
昨年後半には最も低いレベルまで引き下げられ
たものの、近隣の住人や事業者にとっては大変ご
苦労があった年であっただろうと振り返っている
ところであります。また、中国やフランスでは事
故やテロでの爆発が発生した年でもあり、多数の
尊い命が犠牲となりました。近隣では、８月に相
模総合補給廠での爆発事故がありましたが、幸い、
負傷者はいなかった様子であります。これらの事
故等に匹敵する、世の中でも特に目立つ様な事故
や災害は支部内では幸い発生しておらず、これも
各会員事業場での適切な労務安全衛生管理活動の
結果の表れと考えております。しかしながら、楽
観視は出来ず、そういう中でも、労働災害による
死傷者が発生した事実はあり、本年も気持ちを新
たにゼロ災に向けた各種取組に尽力頂ければと切
に願うところであります。その取組の一助になる
様、支部でも各種講習や催しなども引き続き開催
して参りますので、是非ともご活用下さる様、お
願い申し上げます。昨年末より該当事業場に対し、
ストレスチェックも義務付けとなりました。本チ
ェックは新たな追加事項となっておりますので、
不明な点は、そのままにせず、地域産業保健セン
ターや各事業場の産業保健スタッフに相談を持ち
かけ、助言を求めて的確に推進して頂きたいと願
うところであります。本年も、協会や支部へのご
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、そして、労務・安全・衛生面の
各方面におけるゼロ災を祈念し、年頭の挨拶とさ
せて頂きます。

　新年明けましておめでとうございます。当署
の行政運営に対する会員事業場の皆様方からの
日頃からの御理解・御協力に厚く御礼申し上げ
ます。
　平成29年の全産業の労働災害を平成24年に比
べ15％以上減少させる等の目標を掲げた第12次
労働災害防止推進計画も平成28年に４年目を迎
えます。当署・管内の労働災害による死傷者数
は平成27年・10月末現在で373件となり（前年
同期比：44件・10.6％減）全産業では堅調な減
少傾向にあるのですが、食料品製造業では昨年
度比で＋７件（＋17.1％）、陸上貨物取扱業で
＋５件（＋62.5％）など増加している業種もあ
り、なお２名の方の死亡労働災害が発生してい
る残念な状況にあります。
　平成28年は第12次労働災害防止推進計画・５
年間の最終年の前年でもあり、計画の目標達成
を軌道に乗せるべく、死傷者数を平成24年数値
から12％以上減少させ、年間の死傷者数を509
件以下にすることを目指して、当署も取組を強
めていきたいと考えておりますが、目標達成に
向けた事業場の皆様の御理解・御協力は必須で
あり、改めて労働安全管理に関する各事業場で
の自主的・積極的な活動の強化をお願いする次
第です。
　また、ストレスチェック制度が平成27年12月
から、化学物質・リスクアセスメントは本年6
月からと、改正・労働安全衛生法の規定が施行
される中、改正法に基づく事業場の取組の促進
など、有用・有益な情報発信の面で貴支部との
連携を今後も一層強め、会員事業場数の増加に
繋げていきたいと考えております。
　今年も当署・職員一同、私共行政へのニーズ
を的確に捉え、効果的・効率的な行政運営に努
めてまいりたいと存じますので、皆様方の変わ
らぬ御支援・御協力をお願い申し上げ、新年の
御挨拶といたします。



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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監督署からのお知らせ
○健康診断結果報告書の提出はお済みですか。
　労働安全衛生法等の法令に基づく各種の健康診断を
行なったときは、その結果に基づき個人票を作成し、
事業場に保管するとともに、その都度（※じん肺を除
く）健康診断結果報告書を、所轄労働基準監督署長に
遅滞なく提出する必要があります。

1　報告書の種類について
　事業者が所轄労働基準監督署長に提出しなければな
らない各種の健康診断にかかる報告書等には、主に次
のものがあります。
①定期健康診断結果報告書（常時使用する労働者が50

人以上の場合）
②有機溶剤等健康診断結果報告書
③鉛健康診断結果報告書
④特定化学物質健康診断結果報告書
⑤石綿健康診断結果報告書
⑥電離放射線健康診断結果報告書
⑦指導勧奨による特殊健康診断結果報告書
⑧※じん肺健康管理実施状況報告
　　毎年、12月31日現在におけるじん肺に関する健康

管理の実施状況を翌年2月末日までに報告すること
となっています。

２　報告用紙について
　平成23年4月1日から厚生労働省のホームページから
ダウンロードできるようになりました。
　報告用紙を印刷する際には、以下の点にご留意くだ
さい。
①読取機械で直接読取りますので、編集等は行わない

でください。
②印刷用紙はＡ４普通紙、白色度80パーセント以上の

用紙を使用してください。
③用紙をプリントアウトする際は、印刷のダイアログ

の「ページの拡大／縮小」を「なし」にしてください。
　　「用紙に合わせて拡大・縮小」したものは、規定

のサイズと異なるため機械が読取れません。
　　また、プリントアウトしたものを複写機でコピー

すると微妙にサイズが変わってしまうため、同様に
機械が読取れません。直接ダウンロードしてプリン
トアウトしたものに記入して提出してください。

　　なお、従来のＯＣＲ様式でも提出可能です。
④報告用紙のダウンロード方法
　　厚生労働省のホームページのトップページのサイ

ト内検索で「各種健康診断結果報告書」を入力し

て検索するか、直接http://www.mhlw.go.jp/bunya/
roudoukijun/anzeneisei36/18.html　 を 入 力 す る と、
各種健康診断結果報告書のページとなります。

３　報告書等の提出について
　各種健康診断にかかる結果報告書、じん肺健康管理
実施状況報告について、平成27年を対象とした報告が
未提出となっている事業場におかれましては、早急に
ご提出をお願いします。

４　「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、特定化学物
質健康診断結果報告書を提出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、特定化学物質健康診
断結果報告書と有機溶剤等健康診断結果報告書をそれ
ぞれ提出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、有機溶剤等
健康診断結果報告書を提出する必要があります。
　詳細は厚生労働省HP
http ://www.mhlw.go . jp/st f/se isakunitsui te/
bunya/0000057700.htmlでご確認ください。

○最低賃金額が改定されました。
　神奈川県最低賃金（地域別最低賃金）が時間額905円
（改定日平成27年10月18日）と18円引き上げられました。
　改定日以降に就労した賃金については、最低賃金額
以上で支払う必要があります。
　月給制、日給制等の時間額以外で賃金が支払われて
いる場合は、時間額に換算する必要があります。
　その他、特定最低賃金（産業別）等に関しては、当
署の第三方面、又は、神奈川労働局賃金課にお問合せ
ください。
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(本週間2015年10月１日～７日・準備期間 2015
年9月1日～ 30日)
　スローガン、「職場発!　心と体の健康チェッ
ク はじまる 広がる 健康職場」の下、相模原地
区推進大会が９月４日(金) 368名の参加者を迎
え相模原市民会館ホールに於いて盛大に開催を
いたしました。
　大会は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会
神奈川県支部相模原分会・山崎分会長の開会の
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、来賓挨拶として相模原労
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、神奈川県医師会
産業医部会相模原支部・竹村支部長よりご祝辞
をいただきました。

　続いて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
７事業場(神奈川労務安全衛生協会相模原支部
１事業場、建設業労働災害防止協会神奈川支部
相模原分会６事業場)に団体賞。次に功績賞の
個人が９名(神奈川労務安全衛生協会相模原支
部４名、建設業労働災害防止協会神奈川支部相
模原分会４名)、(日本ボイラー協会神奈川支部
相模原地区会１名)の方々に功績賞が島崎会長
より授与されました。
　授与された皆様おめでとうございます。謹ん
でお祝いを申し上げます。

　次に相模原労働基準監督署安全衛生課桐山課
長より全国労働衛生週間実施要項についての説
明をいただきました。
　特別講演はリコー三愛グループ健康保険組合
リコーグループ健康管理事業部グループ統括産
業医森田哲也先生による「企業における取組の
実例から―ストレスチェック制度・運用の実際」
としてご講演をいただきました。
　講演内容は、ストレスチェック制度の概要と
実務の注意点、リコーが過去実施してきたメン
タルヘルス(ストレスチェックを含む)内容と社
内での実施事例等について詳しく説明され、現
在も試行錯誤の連続ながら、不調者を出さない
強い意志での企業の取組みが理解されつつある
とのお話がありました。受講された皆様の企業
におかれましても、ストレスチェック制度が浸
透し良好な職場環境と、質の高い管理監督者育
成のためのツールとなることを期待しますと結
ばれ、参加者より盛大な拍手の内に講演は終了
いたしました。
　最後に神奈川県社会保険労務士会相模原支
部・田野倉支部長の閉会の挨拶で相模原地区推
進大会は終了しました。
　本大会にご協力いただきました皆様には心よ
り感謝申し上げます。ありがとうございました。
『受賞者の紹介』
当相模原支部で受賞されました団体・個人は次
のとおりです。(敬称略)
〈団体〉
 ･ 日産自動車株式会社相模原部品センター
〈個人〉
 ･ 久本　裕一　　キャタピラージャパン㈱
相模事業所
 ･ 田所　利之　　東プレ㈱相模原事業所
 ･ 川瀬　修一　　日産自動車㈱相模原部品センター
 ･ 林　　章臣　　東京化学塗料㈱相模原第一工場

（安全部会　編集委員　小幡　記）

平成２７年度全国労働衛生週間
相模原地区推進大会

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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　本年度は従来の開催関係団体（主催：相模原
労働災害防止団体連絡協議会、後援：相模原労
働基準監督署および相模原公共職業安定所）に
「働く人の健康づくり地域・職域連携推進連絡
会」が共催団体に加わり、セミナーを前半と後
半の二部構成で実施されました。各団体の事業
運営に携われている経営首脳者をはじめ一般の
人の参加もあり、144人と例年を上回る多くの
方々が参加されました。
　第一部では、働く人の健康づくり地域・職
域連携推進連絡会の大澤会長によるご挨拶の後、
特別講演として法政大学大学院政策創造研究科
教授の坂本光司氏より『強い会社のちょっとし
た経営戦略』～好業績を維持させる会社のあり
方を事例から学ぶ～と題して、ご講演頂きました。
　講演内容は、全国多数の会社を訪問調査した
中から事例を紹介し、好業績を持続させる会社
のありかたについて説明がありました。
１．好業績を持続させる会社とは

　業績を良くすることだけを追い続けるの
ではなく、人をトコトン大切にした経営を
している会社。

２．人を大切にする経営とは
１）社員と家族を大切にすること。
２）仕入先の社員とその家族を大切にすること。
３）障がい者等社会的弱者を大切にすること。

　2015年11月13日（金）サンエールさがみはら・
2階ホールにおいて、「経営首脳者セミナー」が
開催されました。

３．経営者にとって最も大切な人とは
　経営者にとって最も大切な人は、顧客で
はなく社員とその家族である。顧客は社員
にとって大切な人で、経営者はそれができ
る様にすることが仕事。

　会社事例として、「残業したら罰金とのユニ
ークな制度で残業0を続けているのに利益率を
上げている会社」、「リーマンショックを社員の
自主的なボーナス返却で乗り切った会社」、「身
障者の方で働くことができるようになって、人
からお礼を言われるようになって生きる喜びが
できた」等々の心に響くお話でした。
　第二部では、相模原労働災害防止団体連絡協
議会の島崎会長をはじめ、神奈川労務安全衛生
協会本部渡辺専務理事、相模原公共職業安定所
栁田所長によるご挨拶の後、基調講演として相
模原労働基準監督署の高山署長より『“過労死”
働き過ぎて死ぬということ』と題してご講演頂
きました。
　長時間・過重労働の末に発生した “過労死”
労働災害に対して、労働基準監督署が実際に労
働基準法違反事件として、東京地検に書類送検
をした実例をあげてのお話で、働き過ぎに対し
て事業者の安全配慮義務と管理監督者の責任は
非常に重いものだと改めて気づかされました。
参加されたすべての事業場の方々にとって大変
有意義であったと思います。
　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より閉会の辞でセミナー
は終了いたしました。

（総務部会　編集委員　田所　記）

経営首脳者セミナー
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神奈川労務安全衛生大会開催

全国産業安全衛生大会〈名古屋会場〉

　平成27年度「神奈川労務安全衛生大会」が10
月14日（水）箱根の湯本富士屋ホテルにて開催
されました。
○第一部　　表彰式
　開会に先立ち、労働災害で殉職された方々に
哀悼の意を表し、全員で黙祷を捧げました。
　協会会長による開会の辞の後、54名の方々に
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神奈川労働局長をはじめ
来賓の方々からご祝辞をいただきました。続い
て、神奈川健康財団より「ころばＮＩＣＥかな
がわ体操」を披露していただき、小田原支部長
の大会宣言を参加者全員の拍手で確認されて第
一部は閉会となりました。   
○第二部　　特別講演　「芸も健康、人も健康」
　　　　　 話芸家　　　 江戸家　猫八氏　
　いい仕事をするためにも、楽しい生活を送る
ためにも、すべての基本は健康であり、健康で
いるためには、何よりも笑うこと、そして、日
常の生活が非常に大事であるとのお話を、楽し
いエピソードや冗談を交え、動物や虫の鳴きま

　第74回全国産業安全衛生大会が10月28日～
30日の３日間、12年ぶりに名古屋の地で開催さ
れました。大会は、初日に愛知県体育館で総合
集会が行われ、愛知県警察音楽隊のアトラクシ
ョンの後、第１部で開会式、表彰式に引き続き、
大会宣言そして、第２部では、厚生労働省労働
基準局からの講演の後、地元企業であるトヨタ
自動車株式会社取締役会長　内山田竹志氏によ
る『イノベーションが未来を拓く－プリウスの
開発とミライの挑戦』と題して、特別講演が行
われました。ご自身の入社以降の紹介、トヨタ
の挑戦、プリウスの開発、そして、未来への挑
戦と熱く講演していただきました。

ねをしながら、また、鳴きまねのコツを会場の
方へ教えながら、巧みな話術で笑いの絶えない
さすが話芸家という素晴らしい講演でした。
相模原支部関係の受賞
〈労務安全衛生功労賞の受賞者〉
 ･ 成田　光繁氏　　日本電気㈱
 ･ 青木　茂氏　　　ＫＹＢ㈱
 ･ 松井　正廣氏　　日本板硝子㈱
 ･ 村澤　勝氏　　　昭和電線ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ㈱

（安全部会　編集委員　村澤　記）

　２日目、３日目は労働災害防止に関するテー
マごとに分科会が開催され、全国各産別の事業
場の研究発表や事例報告、更には、昨年の改正
労働安全衛生法関係やSTOP転倒災害プロジェ
クト2015関係の講演、労働安全衛生マネジメン
トシステムをめぐる国際規格化の動きに関する
パネルディスカッションなどが行われました。
　２日目の名古屋国際会議場で行われた安全管
理活動分科会の労働安全衛生劇 “ある工場の悲
劇” は、立見が出るほどの盛況でした。今回初
めて特別公演として劇が行われましたが、ステ
ージ上にトラッククレーンが出現したり、遺族
自宅、弁護士事務所や民事法廷が再現され生々
しさが会場中に伝わりました。出演者も愛知各
地区労働基準協会職員・役員の方々で準備を重
ねられたという事で、素人とは思ないほどの迫
真の演技でした。加えて、一幕ごとに現役弁護
士の解説が入り、労働災害が被害者だけでなく、
経営者、同僚等に及ぼす悲しい波紋が、より一
層伝わってきました。本当に身につまされる内
容でした。
　思考が凝らされた本大会が、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
寄与することと思います。　　

（総務部会　編集委員　川瀬　記）
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　「化学物質リスクアセスメント」実施の義務化が今
年の６月１日施行されます。施行日以降該当する場合
に実施することが義務付けられます。それに対応する
ため内容を理解し事前に準備して頂くための研修会を
10月19日に 開催致しました。
　本研修会の出席者は、47名とほぼ会場が満員となり
ました。最初に相模原労働基準監督署より安全衛生課
長の桐山氏から安衛法改正に関わる行政からの報告と
助言を頂きました。
　講師については、本部の労働衛生技術委員で神奈川
産業保健総合支援センター相談員の藤澤氏と小田原支
部事務局長の石塚氏にお願い致しました。
　研修は、化学物質に関わる法改正の経緯、GHS、
SDSの解説、中災防方式と呼ばれるリスクアセスメン
ト(以下RAに略)の解説、演習。コントロールバンディ
ングの仕組み解説、演習。そして、最後に化学物質リ
スク低減のための手法案を解説し、事例研究を演習し
ました。
　〈＊ご存知のように印刷事業場での洗浄作業に従事
する労働者が集団で胆管がんを発症した事実があり、
現行の化学物質の規制体系では、６万物質のうち、有
害性の高い一部の物質については厳しい規制を課して
いたが、胆管がんの原因物質は、それほど有害性が高
くないとされていた。しかし、高濃度で長時間ばく露
することにより健康障害が発生したと考えられた。し
かもこの物質を採用した際にRAが実施されておらず、
適切なばく露防止策が講じられていなかったこと。こ
うした状況から事業者に対し、人に一定の危険性、有
害性が確認された化学物質についてRAを義務化するこ
ととなった。（640物質が対象）〉

　11月17日、相模原市民会館に於いて「ストレスチェ
ック制度セミナー」を神奈川産業保健総合支援センタ
ーの協力で開催致しました。

　各事業場におかれましては、６月の施行に向けSDS
の取得や要約版のSDS作成、化学物質取扱いマニュア
ルの整備、そして該当作業従事者への教育等を実施し、
今回施行後法律上の義務となる①対象物を原材料など
として新規に採用したり、変更したりするとき。②対
象物を製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作
業手順を新規に採用したり変更したりするとき。③前
の２つに掲げるもののほか、対象物による危険性また
は有害性などについて変化が生じたり、生じるおそれ
があったりするとき。
　＊新たな危険有害性の情報が、SDSなどにより提供
された場合など。
上記がRAの〈法律上の実施義務〉に該当する実施時期
となります。
　さらに、①労働災害発生時。②過去のRA実施以降リ
スクの状況に変化があったとき。③施行日前から取り
扱っている物質を、過去にRAを実施したことがない、
または実施結果が確認できない場合が〈指針による努
力義務〉となっていますので注意して下さい。

　池田氏は、同テーマでの講習会を何度も経験されて
おりマニュアルのポイントを絞った分かりやすい資料
とお話でありました。いつ・だれが・どのように・し
てはならないこと・しなければならないことなど・・・
最後に質疑の時間も活発なセミナーとなりました。

　本セミナーでは、労働基準監督署の桐山安全衛生課
長から行政報告として制度の目的、ストレスチェック
の流れ、メンタルヘルス対策の流れ、既に取り組みを
実施している事業場の状況や厚労省のホームページ
“こころの耳” の活用等助言がありました。セミナー

の講師は、神奈川産業保健総合支援センター促進員の
池田氏にお願いしました。

　労働安全衛生法が改正されストレスチェック制度
は、昨年12月に50人以上の事業場に導入が義務付けら
れました。こころの健康診断としてストレスに関する
質問票に労働者が記入し、それを集計・分析すること
で、自分のストレスがどのような状況にあるのか調べ
る簡単な検査です。このストレスチェックは昨年の12
月1日から今年の11月30日までの間に、全ての労働者
に1回目のストレスチェックを受験させなければなり
ません。また、ストレスチェックと面接指導の実施状
況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する
必要があります。

　　　化学物質リスクアセスメント研修会を開催

ストレスチェック制度セミナーを開催　　　
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　新年を迎え、会員事業場の皆様も心新たに活
動を開始されたものと思います。
　昨年はラグビーワールドカップで日本チーム
の活躍がありました。惜しくもベスト８には残
れなかったものの予選リーグで３勝を挙げて日
本中を沸かせたほか、その存在を世界にアピー
ルしました。ところで昨今のニュースでは、誠
実な対応と高品質を維持してきた日本のものづ
くりが根底から覆されるようなことが顕在化し、
大企業を巻き込んで信頼を失うケースが発生し
ています。
　日本のラグビーチームのように、中長期の目
標に向かって各人が自分の能力を高め役割を確
実に果たすべく、本来の業務に努めたいものです。
　さて、景気は一進一退を繰り返しながらも、
緩やかな回復基調にあると言われていますが、
関係各国の経済事情にも影響を受け、国内での
安定的な成長は不明瞭なままであります。
　更に、労働環境を取り巻く状況の著しい改善
は見えず、特に非正規雇用者の増加傾向は留ま
らず、企業ではコスト目標必達の圧力や人手不
足感の結果、抑圧された雰囲気が各人のメンタ
ル面に影響を及ぼすことも否めません。また、
危険リスク対応の不備を突いた事件や事故も多
く、性善説由来の日本文化や伝統も褪色気味です。
　何かとマイナス要素ばかりが目につきますが、
この様な状況下でも安全で安心できる労働環境
を確保するため仕事と生活のバランスをとった
働き方を模索したいと考えます。
　末筆ながら関係者各位の更なるご活躍を祈念
させて頂くと共に、引き続き安全衛生活動の推
進にご協力とご支援をお願い致します。

（衛生部会　編集委員　内山 記）

表紙写真提供
安全部会編集委員　小幡 氏 
タイトル：赤富士

☆安全祈願祭・大山阿不利神社
　１月14日(木) 11:50 ～ 相模原駅前出発
☆賀詞交歓会・三菱重工相模クラブ
　１月14日(木) 18:00 ～
☆第１回安全衛生推進者養成講習会
　１月28日(木)、29日(金) 9:30 ～ の２日間
 会場：市民会館
☆第２回職長教育講習会
　２月４日(木)、５日(金) 9:30 ～ の２日間
 会場：市民会館
☆第２回安全衛生推進者養成講習会
　２月９日(火)、10日(水) 9:30 ～ の２日間
 会場：支部
☆第２回安全管理者選任時研修会
　２月17日(水) 9:30 ～、18日(木) 13:30 ～ の
　２日間コース 会場：市民会館
☆第３回安全管理者選任時研修会
　３月９日(水) 8:25 ～ １日コース
 会場：支部
☆第３回職長教育講習会
　３月17日(木)、18日(金) 9:30 ～ の２日間
 会場：支部
☆第１回新入社員安全衛生教育講習会
　４月８日(金) 13:30 ～ 会場：市民会館
☆第１回有機溶剤作業従事者教育講習会
　４月19日(火) 9:30 ～ 会場：市民会館
☆第２回新入社員安全衛生教育講習会
　４月21日(木) 13:30 ～ 会場：支部
☆支部定時総会
　４月26日(火) 15:30 ～ 会場：市立産業
 　　　会館ホール

　あけましておめでとうございます。
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。
　いまだ景気回復が進まず明るい話題に乏しい
日々ですが、今年こそはの願いを込めて支部の
年初の行事である安全祈願祭を執り行いたいと
思います。今年も宜しくお願い致します。

事務局だより

当面の事業予定

編　集　後　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


