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　日頃から労働基準行政の推
進に御協力いただきありがと
うございます。すでに夏を思
わせる日差しのこの頃、今年

も全国安全週間・準備期間の季節となりました。
　昭和３年以来一度も中断することなく続け
られた全国安全週間は今年で89回目。今年のト
ピックスは、統計を取り始めて以来、初めて死
亡災害件数が1,000件を下回った、ということ
になると思います。第１次労働災害防止計画
が開始された昭和30年代の死亡災害はおおむね
6,000件台。戦時中にも途絶えることなく続け
られてきた産業安全の場における自主的な労働
災害防止活動の結果、60年を経て、第12次防の
中間年にやっと1,000件未満となりました。先
人のたゆまぬ努力と、また、現在も引き続き、
多くの方々が変わらず災防活動に取り組んでお
られることに心から感謝を申し上げます。
　しかしながら、休業災害を含む死傷災害では、
十分な減少傾向にあるとは言えません。
　相模原署管内の平成27年の死亡災害は３件

（前年より２件減）、死傷災害は536件（前年よ
り14件減）。平成29年までに死傷災害15％減と
いう最終目標値は491件ですので、より一層の
取組と相当な努力が必要であると考えておりま
す。
　第12次防では、死傷災害で最も件数が多い「転
倒災害」を減少させるための業種横断対策とし
て、「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」を推
進していますが、６月は、重点取組期間でもあ
ります。厚生労働省では転倒災害防止チェック
シートを作成しておりますので、ご活用いただ
き、事業場の総点検の実施等を行っていただく
ようお願いいたします。
　また、交通労働災害も相当数発生しておりま
す。交通労働災害防止のためのガイドラインに
基づいた対策の実施も併せてお願いいたします。
　本年のスローガンは下記のとおりですが、安
全な職場環境を形成するために、同じ職場にい
る労働者全員で早期に危険要因を発見・改善・
見える化し、事故の発生を未然に防ぐことを呼
びかけています。
　本週間を通じ、各職場において労働災害防止
の重要性について再認識し、安全・安心な職場
づくりへの取組みを、一層推進していただくよ
うお願いいたします。

平成28年度 全国安全週間を　　　　　
　　　　　　　　　迎えるにあたって

相模原労働基準監督署　
署長　河野　治子

第８９回　全国安全週間

相模原
本週間
７月１日 ７日
準備期間
６月１日 30日

「見えますか？ あなたのまわりの 見えない危険
　　　　　　　 みんなで見つける 安全管理」
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全国安全週間相模原地区推進大会
　６月３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』を開催しました。

　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９社・功績賞10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みが
伝わる栄えある表彰式でした。
　全国安全週間実施要綱については、相模原労
働基準監督署 桐山安全衛生課長から説明があ
りました。仕事中に転倒し休業４日以上となる
災害が全国的に年々増加していること。転倒災
害防止の取組みを具体的に実施して欲しいこと
と、チェックシートも活用して頂きたいと提示
されました。熱中症についても休業４日以上の
労働災害は前年に比べ増加しており職場におけ
る熱中症予防対策を計画的に進めてほしいとの
お話がありました。同様に荷役作業中の安全対
策、交通労働災害防止への取組みもお願いした
いと話されました。昨年12月にストレスチェッ

ク制度が施行されましたが、是非、働く人のメ
ンタルヘルスポータルサイト≪心の耳≫を活用
して頂きたいこと。化学物質のリスクアセスメ
ント義務化施行に伴い、簡素なコントロールバ
ンディング方式サイトの紹介、化学物質管理に
関わる無料相談窓口(厚労省委託事業)の紹介等
多岐にわたる説明がなされました。
　特別講演は、「風通しの良い組織づくり」～
職場のコミュニケーション力強化で環境改善～
をテーマにフリーエージェントインク㈱代表取
締役 三宅哲之氏に講演して頂きました。
　ご自身が受けた強力なパワハラを基に職場ス
トレスの原因、業績向上の要因。上司と部下
の関係は、聴く技術が重要。聴く技術とは、自
分も相手も大切にすること。言葉を重ねる。相
手に合わせる。相づちを打つ。話さないで話す。
(頷く)　耳を傾けて聞く。等々で素直に納得で
きる話でした。
　更に、働きがいのある職場づくりの根幹は、
一人ひとりとしっかり向き合うこと、気にかけ
てあげること、認めてあげることが大切である
と話されていました。

　大会は、災害防止団体連絡協議会 馬上会長＜
日本電気㈱相模原事業場・社団法人神奈川労務
安全衛生協会相模原支部 支部長＞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 河野署長、相模原市環境経済局経済
部雇用政策課 関課長よりご挨拶を頂きました。

受賞者の紹介
当相模原支部関係で受賞された団体・個人は以
下のとおりです。
≪団体≫
 ・昭和電線ケーブルシステム㈱
　　　　　　　　　　　　相模原事業所
≪個人≫
 ・高岩　映善　　三菱重工業㈱
　　　　　　　　　　　　相模原製作所
 ・和田　孝　　　㈱サンコーシャ
　　　　　　　　　　　　相模テクノセンター
 ・渡辺　浩幸　　富士工業㈱
 ・安藤　博幸　　協栄産業㈱
 ・遠藤　喜美男　㈱オハラ 

（衛生部会　編集委員　草津）



２０１６年６月２０日　	 さ　　　　　が　　　　　み　	 （3）第151号

我が社の安全週間
株式会社 大飛

【 はじめに 】
　当社、株式会社 大飛(ダイヒ)は、2006年7月に
操業を開始し、相模原市の大手メーカー (キャタ
ピラージャパン㈱・以下ＣＪＬ)の構内で生産設備
のメンテナンス・周辺機器の付帯部品(治具、吊具、
作業台、安全柵等)の製作、荷役装置(フォークリ
フト、天井クレーン)の定期検査・修理の委託業
務及びＣＪＬ・関連会社への人材派遣事業などを
中心に行っている会社です。

【 安全衛生活動の取組 】
　(株)大飛の安全活動は、ＣＪＬ構内での業務が
中心となるため、日々の活動は基本的にＣＪＬに
則した取組み内容となっていますので、その活動
例をご紹介致します。
①委託業務契約先の安全衛生会議に安全担当者が

出席し、自社の安全衛生会議で報告、管理者が
情報を共有し、朝礼等で現場オペレーターへ内
容を周知徹底する。

②管理者の安全パトロール・動作観察実施により、
不安全状態、不安全行動を洗い出し指摘、改善
を行うことで危険要因を排除する。

③危険体感訓練の定期的な実施(機械への巻込ま
れ、安全保護具の必要性、フォークリフトでの
積荷転倒等)により、「ヒヤリ・ハット」の恐怖
感覚を呼び戻し基本作業の重要性を再認識させ
る。(呼戻し教育　１回/年実施)

④モラルアップの強化(挨拶の励行、運転マナー
歩行ルール他)基本ルールの再教育により、職
場の規律向上を図る。 

⑤安全衛生面では、自身の健康管理、疾病予防の
励行、通勤時の安全指導を含めた「安全計画書」
を毎年作成、目標値を決定し計画的に推進する。

　これら、ＣＪＬ構内での安全活動計画を、自社
の安全活動に展開し活用しております。
また、派遣スタッフを含む新規就労者には必ず安
全衛生管理者により、基本ルール教育、危険予知
訓練、危険体感訓練等の安全教育を実施し、現場
配属するよう徹底しています。

［安全教育の受講風景］

［危険体感訓練(機械巻込まれ)］

［危険体感訓練(ﾌｫｰｸ積荷転倒)］

　自社で、毎月開催の安全衛生委員会会議には社
長自らが出席し、ＣＪＬの活動報告、事故・災害
事例等の紹介・伝達、自社の活動内容報告を行い、
同様の案件が発生しないよう水平展開と要点の指
導・教育及び会議の講評を行っています。

【 今後について 】
　重要なことは、無事故・無災害を継続すること
が一番ですが、事故や災害は、管理監督者や安全
担当者の頑張りだけでは決して防ぐことはできま
せん。幸い、現場オペレーターはＣＪＬのOBが
多く在籍し、安全に対する意識は高いので目標達
成に向けて、全社員一丸となって安全活動に取組
み安全職場の構築を図り、今後も無事故・無災害
の継続目標を達成すべく活動する所存です。

（(株)大飛　新規事業総轄　山本　記）

sagamihara1
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　5月26日・27日の２日間、市民会館に於いて「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～Ⅴ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の解説があ
り理解出来る内容でした。
　会場は40名の定員で16名の受講者と少なめであっ
たことが、合格必携５冊・テキスト上下巻・それに
過去問及び最新問題用紙を広げるのに広過ぎず狭過
ぎずで幸いしました。２日間の詰め込み教育は、か

なりハードなものと思います。努力が合格に繋がる
よう期待しております。受験については、講習会で
説明をしたように願書の提出をして下さい。(書き
損じは支部で予備を持っています。)
　今年は、神奈川出張試験が11月27日(慶應義塾大
学日吉キャンパス)となってしまいましたが、関東
安全衛生技術センター (千葉県市原市能満)では、毎
月３～４回試験を行っていますので早めの朗報お待
ちしています。
　当支部での試験準備講習会の出席人数は毎年減少し
ていますが、次の開催は29年5月26・27日に実施します。

　６月９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を得
て開催致しました。
　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、42名の方に出席して頂き、会場もほぼ満
員でした。
　６月まで、改正労働安全衛生法の施行が続きまし
たが、今後も時期をみて引き続き同様の講習会を実
施し、有益な情報を発信致します。

　昨年10月19日に実施した「化学物質リスクアセス
メント」講座を６月の実施義務化施行に合わせ６月
６日に第２回目を開催致しました。当講座は昨年
(46名)に比べ受講者は減少したものの26名の方が受
講されました。
　講師については他支部でも講師を務めている本部
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
にお願いしました。
　講座は、化学物質に関わる法改正の経緯、GHS、
SDSの解説を午前中に、午後から健康障害防止のた
めの化学物質リスクアセスメント(化学物質指針方
式)の解説と演習、コントロールバンディングの仕
組み解説と演習及びそれぞれの比較、最後に、化学
物質リスク低減のための手法説明で講座は終了致し
ました。終了後の質疑応答では、多数の方から質問
がありより理解が深まったものと思います。
　各事業場におかれましては、SDSの取得やSDSの
要約版の作成、化学物質取扱いのマニュアルの整備、
そして該当作業従事者への教育などを実施し、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、生じる恐れ
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。
　上記がリスクアセスメント(以降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。

　　　化学物質リスクアセスメント講座を開催

　　第一種衛生管理者試験準備講習会を開催

労働関係法令等説明会を開催

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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ハードなものであった思います。
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労働基準監督署
からのお知らせ

熱中症予防対策について
　平成27年に神奈川県において、熱中症により
４日以上休業した労働者は26名と前年（平成26
年）の17名から9名増加しましたが、熱中症に
よる死亡災害はありませんでした。
　これは、正しい知識と認識から初期の対応を
間違えることなく、適切な応急措置を行い、状
況に応じて早期に医療機関に搬送されたことの
結果と思われます。
○熱中症を防ぐには
　高温、多湿となる作業場所においては、熱中
症を予防するため、次の対策に努めてください。
１作業環境管理
（１）休憩場所の整備など

・冷房を備えた休憩場所、日陰などの涼し
い休憩場所の設置

・氷、冷たいおしぼりなど身体を冷やすこ
とのできる物品や設備の設置

・飲料水、塩分（塩タブ）などの備付け
（２）暑さ指数（WBGT値）の活用など

※暑さ指数（WBGT値）とは、①温度、②
湿度、③輻射熱の３つを取入れた指標で、
単位は気温と同じ[℃ ]で示されます

２作業管理
（１）作業時間の短縮など

　作業の休止期間、休憩時間の確保、連
続作業時間の短縮、身体作業強度が高い
作業の回避

（２）熱への慣れ、適応（順化）
計画的な熱への順化期間の設定

（３）水分、塩分の摂取、透湿性・通気性の
良い服装の着用

（４）作業の巡視
３健康管理
（１）健康診断結果に基づく対応等

　健康診断結果などによる作業者の健康
状態の把握（糖尿病、高血圧、心疾患な
どの疾患は熱中症の発症に影響を与える

おそれがあります）
（２）日常の健康管理など
（３）労働者の健康状態の確認

○応急措置
　熱中症の疑いがあると思われる場合、症状に
よっては、直ちに医療機関に搬送する必要があ
ります。　
 ・呼びかけに対する返事がおかしいなどの意識

障害がある場合
 ・自力で水分が摂取できない場合
 ・症状が回復しない場合
 ・その他必要と認める場合
　あらかじめ緊急連絡網を作成し、関係者に知
らせておいてください。また、作業現場の近く
の病院や診療所の場所を確認してください。少
しでも異状が見られたら下記の手当てを行って
ください。
○手当ての方法
 ・暑い現場から涼しい日陰か、冷房が効いてい

る部屋などに移す
 ・水分や塩分を取らせる
 ・衣類を緩めて（場合によっては脱がせて）、

体からの熱の放射を助ける
 ・うちわ、扇風機の風で冷やす、氷嚢などがあ

れば、それを、首、脇の下、足の付け根など
の静脈が体表近くを通っている部分を冷やす

 ・熱中症の疑いのある者を一人にしない
　「職場における熱中症の予防について」平
成21年6月19日付基発第0619001号
　「平成28年の職場における熱中症予防対策
の重点的な実施について」平成28年2月29日
付基安発0229第1号をご確認ください。安全
衛生情報センター（中央労働災害防止協会）
http://jaish.gr.jp/ 法令・通達(検索)で確認で
きます。

参考URL
厚生労働省H.P 職場における熱中症予防対策
www.mhlw.go . jp/s t f / se i sakun i t su i te/
bunya/0000116133.html
環境省熱中症予防情報サイト
www.wbgt.env.go.jp

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151号　	 さ　　　　　が　　　　　み　	 ２０１６年６月２０日

平成28年5月26日入会
㈱ヤマコーテクノ
〒252-0005 座間市さがみ野1-1-35
　　　　　　ネオアージュさがみ野405
　TEL：046-283-5987
主な事業内容：・運輸倉庫業
　　　　　　　・総合アウトソーシング
　　　　　　　 ・物流不動産開発事業

どうぞ宜しくお願い致します。

☆第２回職長教育講習会
　７月７日(木)、８日(金) 9:00 ～ の２日間
 会場：市民会館
☆第２回安全管理者選任時研修会
　７月13日(水) 8:30 ～ 会場：支部
☆本部夏期講座
　７月14日(木)
☆第１回衛生推進者養成講習会
　８月５日(金) 9:30 ～ 会場：市民会館
☆第2回部会長会・役員会
　８月９日(火) 15:00 ～・16:00 ～
 会場：市民会館
☆第2回衛生推進者養成講習会
　８月24日(水) 9:00 ～ 会場：支部
☆労働衛生週間相模原地区推進大会
　９月２日(金) 14:00 ～ 会場：市民会館
　　　　　　　　　　　　　　　ホール
☆第1回KYTリーダー養成研修会
　９月27日(火) 9:00 ～ 会場：支部

　ウォーターローディングという言葉を知って
いますか？
アスリートが実践している水分補給方法です。
　私たちの身体の約60％は水でできています。
その水が、体重の約３％減ってしまうだけでパ
フォーマンスは落ちると言われています。普通
は喉が渇いてから水分補給をしますが、実は喉
の渇きを覚えた時には、身体の中の水分は１～
４％もなくなっていて、既に運動能力は落ちて
いるのです。
　ウォーターローディングは、試合前の一定期
間、毎日1.5ℓ～ 2ℓの水を少しずつ何回にも
分けて摂取し、体を常に水で満たしておくこと
で、発汗により水分を失っても、疲労回復を早
め、運動能力の低下を防ぐことができるという
方法です。
（運動中に排出される汗にはミネラルが含まれ

ているため、ミネラルウォーターで補給する
ことがオススメです。）

飲み方は、１度に多量の水分を摂取しても、身
体には吸収されず尿として排出されてしまうだ
けなのでコップ１杯程度を数回に分けて摂取す
るようにします。
　これは、スポーツ選手に限らず、日常生活で
実践しても価値があります。
ウォーターローディングによって、血行が促進
され、新陳代謝も活発となるため、脱水や熱
中症の予防、疲労の蓄積を防ぐ効果などが期待
できます。また、お酒を飲む方にもこまめに水
を飲むことで、アルコール濃度が薄まり、血液
中のアルコール濃度が急激に上がることを防ぎ、
胃の粘膜への刺激を抑えてくれます。そしてた
くさん水を飲めば尿の回数も増えますから、尿
と一緒に体外に出ていくアルコールが増え、肝
臓への負担も少なくなります。
　今年も厳しい暑さが予想されていますので、
ウォーターローディングにチャレンジしてみて
は如何でしょうか。

（総務部　高岩　記）

新規加入事業場紹介 編　集　後　記

当面の事業予定

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

ウォーターウォーター

知ってますか？知ってますか？

ローディングローディング




