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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

　働き方改革の推進、女性の活躍
促進と男女均等の実現、仕事と家
庭の両立支援の推進に取組みます。

　働き過ぎ防止対策、一般労働条件の確保・改
善対策、労働災害の発生状況に応じた労働災害
の防止対策、職場環境に応じた労働者の健康確
保対策を推進します。

　ハローワークにおける求人・求職サービスの
向上に取組みます。また、子育て女性等・若年
層・非正規雇用労働者・高年齢者・障害者の雇
用対策を推進します。

(1)働き過ぎ防止に向けた取組の推進
　長時間労働の抑制及び過重労働による健康障
害防止に係る監督指導等

(2)労働条件の確保・改善対策
①　法定労働条件の確立等
（ア）基本的労働条件の確立等
（イ）賃金不払残業の防止
（ウ）若者の「使い捨て」が疑われる企業等

への取組

②　特定の労働分野における労働条件確保対
策の推進

（ア）自動車運転者
（イ）障害者
（ウ）外国人労働者、技能実習生
（エ）介護労働者
（オ）派遣労働者
ウ　労働時間法制の見直し内容の周知
エ　「労災かくし」排除に係る対策の推進

(3)最低賃金制度の適切な運営等

(4)労働者が安全で健康に働くことができる職
場づくり
①　労働災害を減少させるための取組
（ア）転倒災害防止対策
（イ）交通労働災害防止対策
（ウ）非正規労働者対策
②　労働災害を減少させるための重点業種別

対策
（ア）製造業
（イ）建設業
（ウ）陸上貨物運送事業
（エ）第三次産業
（オ）食料品製造業　
③　化学物質による健康障害防止対策
④　メンタルヘルス対策の推進
⑤　石綿による健康障害防止対策の推進
⑥　熱中症対策の推進
⑦　受動喫煙防止対策
⑧　産業保健活動への効果的な支援

(5)労災補償対策の推進
①　労災保険給付の迅速・適正な処理
②　精神障害事案及び脳・心臓疾患事案に係

る迅速・適正な処理
③　石綿救済制度の周知及び石綿関連疾患の

請求事案に係る迅速・適正な処理
④　審査請求事案に係る迅速・的確な処理

※　紙面の関係上、項目のみを記載しました。
　詳細につきましては、神奈川労働局HP　

http//kanagawa-roudoukyoku.jisite.mhlw.
go.jp/　でご確認ください。

　平成28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署

３ 職業の安定を図るための施策

労働基準監督署の重点施策（項目）

１ 雇用環境の改善と女性の活躍を
推進するための施策

２ 安全に安心して働ける職場づく
りのための施策



（2）第150号　	 さ　　　　　が　　　　　み　	 ２０１６年４月２８日

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

署　長

 ＊河野　治子

副署長

 ＊黒澤　淳一

第三方面主任監督官

 ＊福田　勝巳

安全衛生課長

　桐山　丈司

　労働者死傷病報告・建設工事等計画届・各種健康診断結果
報告書等の諸届、労働安全衛生法等関係法令等に関すること。

≪安全衛生課≫

　労働保険の加入・変更手続・労働保険料の納入、労災
保険の各種請求、労災年金並びに第三者行為災害の受付・
相談に関すること

≪労災課≫

　就業規則・適用事業報告・36協定届、賃金・解雇等労働条
件に関する相談・申告、外国人労働者・パートタイム労働者
等の相談等、事業場に対する監督指導に関すること。

≪第一方面、第二方面、第三方面≫

第一方面主任監督官

　荻野　憲一

業務課長

 ＊川上　悦子
労災認定調査官

 ＊梶原　　務

第二方面主任監督官
　加藤　英一

労災課長

 ＊野口　　誠
給付調査官

　高取　和弥

補償係長

　川本　　寛

補償主任

　菅谷真奈美

労働基準監督官

 ＊三浦　　彩

労働基準監督官

 ＊杉山　貴啓

安全専門官

　三船　尚樹

労働基準監督官

 ＊濱田　奈緒

（氏名の前に＊印：着任）

相模原労働基準監督署　組織図

平成28年４月より体制が変わりました。
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会員事業場訪問記
日本山村硝子株式会社　東京工場

　まだまだ寒さ
が厳しい3月10日
（木）に相模原
市緑区大山町に
ある日本山村硝
子株式会社の東
京工場を訪問さ
せていただきま
した。

　日本山村硝子株式会社は、兵庫県と東京に本社を
置くガラス製品・プラスチック製品を製造する企業
で、ガラスびんのシェアでは約40％と国内トップの
企業です。創業は1914年（大正3年）で、今まで樽
詰めしかなかった日本酒用として、日本で初めて一
升びんの製造を開始しました。

　ガラスびんの製造工場は東京工場の
他に埼玉と兵庫（播磨）に工場があり、
1,200種類ものびんを製造しています。
他にプラスチックキャップや粉末ガラ

ス等の製造拠点として国内に4工場あります。また
海外にもフィリピン、タイ、インドネシア、中国に
現地法人があります。
　東京工場はガラスびんの専用工場で、1961年の1
月より操業を開始しています。約7万平方メートル
の敷地に協力会社を含めて約600人もの従業員の方
が働いています。工場の事務所に入ると受付けの前
にショーケースがあり、ガラスびんが展示されてい
ましたが、30ｍℓの小びんから3,800ｍℓの大びん
まで製造しているとのことで、その種類の多さに驚
きました。
　工場の敷地に入るとガラスのスクラップが保管さ
れている場所が数か所あってガラスの色毎に積まれ
ていました。ガラスびんはリサイクルの優等生とい
われていて、この工場で生産されているガラスびん
の材料構成も85％が集められてきたガラスを溶解し
て再利用したものとのことでした。
　工場はすべて全自動のラインで、溶解炉のコント
ロール室や溶けたガラスが次々とびんの形になって
いく成形工程など大変迫力がありました。また最後

の検査工程はエアーシャワーを浴びなければ入るこ
とができないクリーンルームになっていてガラスび
んの段階から気を配られているのだと感心しました。
　安全衛生の取組みとして、安全衛生リスクアセス
メントは社員だけでなく事業所内の協力会社に対し
ても実施し、危険要因を排除するように活動されて
いるとのことでした。また全社の安全衛生担当が集
まる全社安全衛生委員会を年2回実施していて情報
を共有されているとのことでした。工場は高温職場
であることから熱中症対策には特に注意
をしているとのお話がありました。
　最後に、当日はご多忙中にもかかわら
ず翁課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。

（総務部会　編集委員　田所　記）
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　平成26年度定時総会にてご承認を
頂き、日産自動車株式会社様より支
部長を引き継がせて頂き、この度、

任期満了を迎える事となりました。これまでの2年
間、各会員事業場の皆様、相模原労働基準監督署や
関連官庁、関連各団体、そして、本部や支部の役員
の方々など、多方面から大変多くの方々に支えられ、
感謝を申し上げる次第です。大変、ありがとうござ
いました。
　この2年間を振り返りますと、消費増税の駆け込
み需要、アベノミクス効果などもありましたが、実
情は依然厳しい状況だったのではないでしょうか。
しかしながら、その様な状況においても各事業場で
は、日頃より労務・安全・衛生の管理業務を行って
頂けたと考えており、結果、支部管内では、昨年度、
災害件数が減少したものと考えております。第12次
労働災害防止計画も昨年度で3年目を迎え、諸活動
の効果も出ていたかと思っております。しかし、一
方で健康診断結果の有所見者割合が増加する傾向等
もあり、今後は、より衛生面での活動が必要になる
と感じております。その為にも、引き続き、当支部
の事業を新しい支部長となられます日本電気株式会
社馬上様をはじめ新役員体制の下で展開頂き、各会
員事業場でのゼロ災、健康管理に引き続きつなげて
頂きたいと祈念し私からの退任の挨拶とさせて頂き
ます。ありがとうございました。

　平成28年度定時総会において、
会員事業場の皆様よりご承認を頂
き、支部長をお引き受けすること

になりました。
　26年度・27年度の２年間支部長を務めてこられま
したキャタピラージャパンの島崎秀夫様には、数多
くの事業活動を滞りなく展開頂き、支部の事業収支
も連続黒字にするなど大きな功績を残されました。
心より感謝申しあげます。
　そのような功績のあと、新役員体制で当支部の活
動を展開していくことになり、大変身の引き締まる
思いであります。
　新年度を迎え、マイナス金利導入や消費増税時期見
直し案など、景気好転にはまだまだ不透明感が続く状
況にあります。しかし、そのような状況下であっても
当支部の使命は、労働災害のない安全で健康な職場の
構築を目指す、会員事業場様への支援活動にあります。
　労働行政のご指導を頂きながら、新役員一同力を
合わせ、着実に各事業を展開推進していく所存であ
ります。
　これまでに引き続き、相模原労働基準監督署様の
継続的なご指導をお願い申しあげると共に、会員事
業場様、災害防止団体様とのより良い連携が持続で
きますよう、当協会相模原支部への更なるご支援を
お願い申し上げ、支部長就任の挨拶とさせて頂きます。
　どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

キャタピラージャパン株式会社
　相模事業所

島崎　秀夫

日本電気株式会社
　相模原事業場

馬上　敦

支部長退任挨拶支部長就任挨拶

新役員体制を決定
平成28年度支部定時総会

　4 月 26 日 ( 火 )15
時30分より相模原
市立産業会館にて
平成28年度相模原
支部定時総会を開
催しました。
　総務部長会社を
担当している日本電気(株)濱口氏の開会挨拶に続き、
議長にキャタピラージャパン(株)久本氏、書記に日
産自動車(株)川瀬氏を選出し、議事に入りました。
　金沢事務局長から平成27年度事業報告、平成27年
度収支決算報告「正味財産増減決算」報告を行った
後、共栄産業(株)安藤氏より会計監査報告が行われ、
報告された全議案が満場一致で承認されました。
　引き続き金沢事務局長より平成28年度事業計画
（案）、平成28年度予算（案）「正味財産増減予算」（案）、
議長の久本氏より平成28・29年度支部役員選出（案）
が一括提案され、満場一致で承認されました。

　議長・書記解任の後、２年間にわたり支部長とし
てご尽力いただいたキャタピラージャパン(株)島崎
前支部長より退任の挨拶がありました。次に、新役
員を代表して新たに支部長に就任された日本電気(
株)馬上新支部長及び（公社）神奈川労務安全衛生
協会専務理事の渡辺氏より挨拶がありました。
　また、来賓を代
表して相模原労働
基準監督署河野署
長及び相模原公共
職業安定所栁田所
長よりご祝辞を賜
りました。
　最後に、公私を犠牲にしながらも支部或いは本部
の事業を優先し、欠席することなく２年間に渡り支
部長の重責を果たされた島崎前支部長の活躍に対し、
特別表彰が行われ、定時総会は滞りなく終了しました。

（総務部　編集委員　高岩　記）
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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

総務部長
　三菱電機株式会社
　半導体・デバイス業務部相模事務所
　管理課総務G　野島　清

労務部長
　日本板硝子株式会社　相模原事業所
　総務課　松井 　正廣

安全部長
　ＫＹＢ(株)相模工場
　管理部　青木　茂

衛生部長
　富士工業(株) 
　総務部　渡辺　浩幸

　本年度より総務部長を担当
することになりました。労働基準監督署をはじ
め会員各位のご指導とご協力を頂き、各部会と
連携を図りながら支部活動を円滑に推進してま
いります。　よろしくお願い申し上げます。

　このたび労務部長を仰せつか
りました。
　不慣れではございますが、協会支部の活動が、
これまで以上に充実し、会員事業場の皆様のお
役に立てるものとなるように全力で務めさせて
いただきますので、宜しくお願い申し上げます。

　本年度より衛生部長に就任致
しました富士工業の渡辺です。
　会員事業場の労働衛生の向上に取り組んでま
いります。宜しくお願い致します。

　本年度より安全部長に就任す
ることになりましたＫＹＢの青
木と申します。
　会員事業場の災害ゼロに向け各部会と連携を
図り、各種事業に取り組んでまいりますので御
協力宜しくお願い致します。

部 役　職　名 事　　業　　場　　名 部会長会

総
務
部

支部長
日本電気㈱　相模原事業場 ○

支部長代行
副支部長 三菱電機㈱

半導体・デバイス業務部相模事務所 ○
総務部長

副総務部長 東プレ㈱　相模原事業所 ○

幹事 三菱重工業㈱　相模原製作所

〃 日産自動車㈱ 相模原部品センター

会計監査 キャタピラージャパン㈱ ○

労
務
部

労務部長 日本板硝子㈱ 相模原事業所 ○

副労務部長 東京化学塗料㈱ 相模原第一工場 ○

幹事 日本山村硝子㈱ 東京工場

〃 ㈱三越伊勢丹 伊勢丹相模原店

〃 芦穂崎工業㈱

〃 協栄産業㈱

会計監査 ㈱昭和真空

安
全
部

安全部長 ＫＹＢ㈱  相模工場 ○

副安全部長 昭和電線ケーブルシステム㈱
相模原事業所 ○

幹事 相模原機械金属工業団地協同組合

〃 大和製罐㈱ 東京工場

〃 ㈱ニフコ 相模原工場

〃 アイダエンジニアリング㈱

〃 ㈱バンテックセントラル
相模原営業部

〃 城山工業㈱ 

会計監査 ㈱トッパンパッケージプロダクツ
相模原工場

衛
生
部

衛生部長 富士工業㈱ ○

副衛生部長 スリーエムジャパン㈱相模原事業所 ○

幹事 ㈱オハラ

〃 相模原協同病院

〃 ㈱旭商会

〃 峡の原工業団地協同組合

〃 ㈱ニコン  相模原製作所

〃 北里研究所北里大学病院

〃 菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱

会計監査 ㈱サンコーシヤ 相模テクノセンター

平成28・29年度　役員事業場
平成28年4月26日



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

（6）第150号　	 さ　　　　　が　　　　　み　	 ２０１６年４月２８日

事務局だより

当面の事業予定

編　集　後　記

　さわやかな季節となりゴールデンウィークは皆様
いかが過ごされたでしょうか。そして、十分にリフ
レッシュされたでしょうか。
　さて、連休も明け忙しい毎日が続くものと思われ
ますが、安全・健康には気遣いされるようお願い致
します。ところで、各事業場には新入社員の採用が
あったでしょうか。支部で行っている新入社員の安
全衛生教育には毎年90名以上の方に受講頂いており
ましたが、今年は例年より少ない80名規模で少し寂
しい思いをしました。事業場・業種により景気の良
し悪しが大きいのだと感じとっております。
　支部は、定時総会も無事終わり28年度の事業を既
にスタートしております。本年度も皆様のご協力を
宜しくお願い致します。
　尚、27年度末より少人数の教育講習等は支部の会
議室で実施しております。各種講習等開催要望があ
れば支部に相談して下さい。可能な限り対応させて
頂きます。

☆第一種衛生管理者試験準備講習会（市民会館）
　５月26日(木)、27日(金) 9:30 ～ の２日間
☆本部通常総会（横浜ベイシェラトンホテル）
　６月１日(水) 15:00 ～
☆全国安全週間相模原地区推進大会（市民会館）
　６月３日(金) 14:00 ～
☆化学物質リスクアセスメント講座（市民会館）
　６月６日(月) 9:20 ～
☆労働関係法令等説明会（市民会館）
　６月９日(木) 14:30 ～
☆第１回職長教育講習会（市民会館）
　６月14日(火)、15日(水) 9:30 ～ の２日間
☆第１回安全管理者選任時研修会（支部）
　６月22日(水) 8:30 ～
☆第２回職長教育講習会（市民会館）
　７月７日(木)、８日(金) 9:00 ～ の２日間
☆第２回安全管理者選任時研修会（支部）
　７月13日(水) 8:30 ～
☆本部夏期講座
　７月14日(木) 
☆有機溶剤作業主任者技能講習（建設会館）
　７月19日(火)、20日(水) 9:30 ～ の２日間

　本号が皆様のお手元に届く頃には、ゴールデンウ
ィークもすでに終わっているのではないでしょうか。
ゴールデンウィークと言えば、5月3日の「憲法記念
日」と5日の「こどもの日」に挟まれた4日は「みど
りの日」です。みどりの日はもともと4月29日でし
たが、平成19年にその日は「昭和の日」に改められ、
「みどりの日」は今の5月4日に移動されました。こ
の「みどりの日」は自然に親しむとともにその恩恵
に感謝し、豊かな心をはぐくむ」と規定され、昭和
天皇がみどり（自然）をこよなく愛されたためにそ
のように命名されたそうです。
　毎年ゴールデンウィークには富士山の麓にある鳴
沢村というところに行くのですが、宿泊施設はみど
りの木々に囲まれ、昼間でも鳥のさえずりくらいし
か聞こえず、夜にはシカも出没するほどの大自然の
中にあります。この時ばかりは都会の喧騒から解放
され、「自然」を満喫して帰ってきます。ただ、あ
らためて「自然」や「みどり」について考えてみる
と、何も遠くまで足を延ばさなくても身近なところ
にたくさんあることに気付きます。通勤途中の道端
に咲く小さな花、会社のグラウンドの周りの桜の木、
工場脇の花壇等々、いろいろあります。20年前、30
年前にはもっともっとあったはずです。こうした身
近な「自然」や「みどり」にも感謝しつつ、これ以
上減らすことないよう大切にしていかなければなら
ないと強く感じるこの頃です。
　さて、昨年の12月よりストレスチェック制度が始
まりました。この制度は、労働者自身のストレス状
況について気づきを促し、早期に把握して適切な処
置を講ずることで、メンタル不調を未然に防ぐこと
を目的としています。一方、メンタル不調に陥る前
には必ずサインが発せられているものであり、上司
や同僚の日頃からの「見守り」や「気づき」によっ
て回避することができます。ストレスチェック制度
とこうした上司や同僚の「見守り」「気づき」の両
輪で、メンタル不調を未然に防止していきましょう。

（衛生部会　編集委員　遠藤　記）


