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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

　平成29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

　働き方改革の推進、仕事
と家庭の両立支援、女性の
活躍推進と男女均等の実
現、非正規雇用労働者の正
社員転換・待遇改善に取り
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、労働者の健康確保対策の推進に取
り組みます。

　若年者、女性、高齢者、障害者等を含め、全
ての方が活躍できる社会の実現、企業の人材確
保の推進に取り組み
ます。

(1)良質な労働環境の確保等
ア　働き過ぎ防止に向けた取組の推進
（ア）過労死等防止対策の推進
（イ）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
イ　労働条件の確保・改善対策
（ア）法定労働条件の確立等

a基本的労働条件の確立等
b賃金不払残業の防止
c若者の「使い捨て」が疑われる企業等
への取組

（イ）特定の労働分野における労働条件確保
改善対策の推進
a自動車運転者
b外国人労働者、技能実習生
c障害者、介護労働者及び派遣労働者

（ウ）労働時間法制の見直しの周知
（エ）「労災かくし」の排除に係る対策の一

層の推進
ウ　最低賃金制度の適切な運営

(2)�労働者が安全で健康に働くことができる職
場づくり
ア　労働災害を減少させるための重点業種
（ア）第三次産業
（イ）陸上貨物運送事業
（ウ）製造業
（エ）建設業
イ　労働災害を減少させるための業種横断的
な取組

（ア）転倒災害防止対策
（イ）交通労働災害防止対策
（ウ）労働者安全衛生教育等の安全衛生自主

活動の推進

３ 多様な働き手の参画と人材確保
を推進するための施策

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

○『全国安全週間相模原地区推進大会』のご案内
日時：平成29年６月２日　14：00 ～ 16：50
会場：相模原市　市民会館　ホール
＊ゼロ災目指して多くの方の参加をお願い致します。
　　　共催：相模原地区災害防止団体連絡協議会
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見なおしましょう身近な環境
◎作業環境測定　◎排ガス測定
◎水質・大気・騒音・振動・臭気測定
◎土壌調査・浄化工事
◎排気装置点検代行業務
◎その他、各種分析測定

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
建築物空気環境測定事業登録　神奈川県５空第５号

〒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.rjfp.co.jp

「一層幅広いお客様のニーズにお応えするため、三菱重工グループ会社8社が統合しました。詳細はホームページをご覧ください。」

雇用環境・均等担当部署
の重点施策（項目、一部抜粋）

労働保険徴収業務等の重点施策（項目）

(1)働き方改革と女性活躍の推進
ア　働き方改革の推進
（ア）働き方改革・休暇取得促進

a企業経営陣への働きかけ
b年次有給休暇の取得促進

（イ）、（ウ）（略）
イ～エ　（略）
オ　非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改
善の取組

カ　パートタイム労働者の均等・均衡待遇の
確保等対策の推進

(2)安心して働くことができる環境整備の推進
ア　総合的ハラスメント対策の一体的実施
（ア）～（ウ）（略）
イ　個別労働関係紛争の解決の促進
（ア）相談、助言・指導及びあっせんの適切

かつ積極的な実施
a総合労働相談コーナーの機能強化
b効果的な助言・指導及びあっせんの
実施

（イ）関係機関・団体との連携強化
ウ　男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、
パートタイム労働法関係の紛争解決

エ　労働条件の確保・改善対策（周知・啓発等）
（ア）中小企業等への無期転換ルールの普及
（イ）専門的知識等を有する有期雇用労働者

等に関する特別措置法の円滑な施行
（ウ）学生アルバイトの労働条件確保に向け

た取組
オ　最低賃金引上げに向けた中小企業・小規
模事業者への支援

カ　医療従事者の勤務環境の改善に向けた取
組の推進

(1)労働保険の未手続事業一掃対策の推進

(2)労働保険料等の適正徴収等
ア　収納率の向上
イ　効率的な算定基礎調査
ウ　電子申請及び口座振替納付の利用促進等

(3)�労働保険料率（労災保険料率、雇用保険料率）
の周知徹底

※　紙面の関係上、労働基準監督署に関係のあ
る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。

ウ　化学物質による健康障害防止対策の推進
エ　メンタルヘルス対策の推進
オ　熱中症防止対策の推進
カ　受動喫煙防止対策の推進
キ　石綿対策による健康障害防止対策の推進
ク　治療と仕事の両立支援の推進

(3)労災補償の迅速・適切な処理等
ア　労災保険給付の迅速・適正な処理
（ア）過労死等事案に係る迅速・適正な処理
（イ）石綿救済制度等に係る周知徹底及び石

綿関連疾患の請求事案に係る迅速・適
正な処理

（ウ）請求人等への懇切・丁寧な対応
イ　労災補償業務の効率化
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署　長

＊居川　政宣

副署長

　黒澤　淳一

第三方面主任監督官

＊青山　丈和

安全衛生課長

＊大須賀　徹

《担当業務》
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に関すること。

≪安全衛生課≫

《担当業務》
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≫

《担当業務》
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

＊阿部　幸伸

業務課長

　川上　悦子
労災認定調査官

＊小野　朝晴

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

＊栁川　茂久

補償係長

＊三浦　　勉

労働基準監督官

　三浦　　彩

労働基準監督官

＊鈴木　均美

労働基準監督官

＊山田　彩乃

地方産業安全専門官

　三船　尚樹

労働基準監督官

　杉山　貴啓

氏名の前に＊印：新任

相模原労働基準監督署　組織図

平成29年４月１日から体制が変わりました。

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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会員事業場訪問記
三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社

　２月15日（水）に、相模原市中央区にある三菱重
工エンジン＆ターボチャージャ株式会社を訪問させ
ていただきました。三菱重工エンジン＆ターボチャ
ージャ株式会社は、2016年７月１日に三菱重工業株
式会社のエンジンとターボチャージャの事業部門を
分割して設立された会社です。今回訪問させていた
だいた相模原の事業場には、同社の本社機能が置か
れており、約45万㎡（東京ドーム10個分）の広大な
敷地の中で、約1,500名の社員の方が働いています。
製造している主な製品は、建設機械・フォークリフ
ト等の産業車両・船舶・発電装置用のエンジンと乗
用車用のターボチャージャで、世界トップレベルの
技術で高品質で高効率な製品を製造しています。

　工場の中に入って、まずびっくりしたことは、広
さの割に人が少ないということです。見学する前ま
では、たくさんの方がラインに入って仕事をする姿
を想像していましたが、自動化されているラインが
大半であり、ほとんどの作業をロボットが行ってい
ました。扱う製品が大きく、重量が重いものが多い
ことから、安全面からも自動化は必須なのであろう
と感じました。工場で働いている方を見て気が付い
たことは、「指差呼称」が徹底されていることです。
後からうかがったところ、これには理由があり、「指
差呼称模範員」を毎月表彰することによって、指差
呼称を行うモチベーションを高める工夫をしている
とのことでした。
　工場内には、「安全道場」というものがありました。
ここでは、器具等を使用し、実際に危険を体感する
ことによって、安全に対する意識を高める教育を行
っています。教育は、新規受入者だけではなく、既
に教育を受けた方も定期的に受講する仕組みとなっ
ており、繰り返しこのような教育を行うことで、安
全な職場が形成されているのだと感じました。また、
安全道場の入口には、社員のご家族からのメッセー
ジが掲示されていました。お子様が書いたものがほ
とんどで、「お仕事頑張って」や「ケガをしないで」

というメッセージが並んでいました。安全教育もも
ちろん大切ですが、もしかすると、このようなメッ
セージを見るほうがより強く安全に働かなければな
らないという気持ちになるのかもしれません。素晴
らしい取組みであり、とても参考になる知恵と工夫
であると感じました。

　ご存知の方も多いかと思いますが、同社には三菱
重工相模原ダイナボアーズというラグビーチーム
があります。1971年に発足した歴史のあるチームで、
現在はトップイーストリーグというカテゴリーで戦
っています。今シーズンは、国内ラグビー最高峰の
リーグであるトップリーグに昇格す
べく、入替戦まで進みましたが、あ
と一歩のところで惜しくも昇格を逃
しました。来シーズンこそはトップ
リーグへの昇格を決めて、相模原市
でトップリーグの試合が見られるよ
うになることを期待しています。
　最後に、ご多忙中にもかかわらず工場見学のご対
応をしていただきました高岩主席にこの場をお借り
してお礼を申し上げます。本当にありがとうござい
ました。同社の今後益々のご発展とご安全をお祈り
申し上げます。

（総務部　編集委員　濱口　記）

＜工場外観＞

＜安全道場＞

＜安全道場前掲示＞
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　４月21日(金)15時より相模原市立産業会館にて平
成29年度相模原支部定時総会を開催。

　次に、『議長提案』により平成29年度支部役員の
変更(案)について提案されましたが、これも満場一
致で承認されました。
　議長・書記解任の後、役員を代表して濱口支部長
代行から支部長の挨拶がありました。次に、神奈川
労務安全衛生協会専務理事の渡辺氏よりご挨拶があ
りました。

　最後に来賓を代表して相模原労働基準監督署居川
署長並びに公共職業安定所渡辺所長より祝辞を賜
り、定期総会は滞りなく終了しました。
　その後、会場を移し情報交換会を実施しました。

（労務部　編集委員　木村　記）

　29年度より副支部長及び総務部長会社を担当する
ことになった東プレ㈱勝澤氏の開会挨拶に続き、議
長に三菱重工エンジン＆ターボチャージャ㈱高岩氏、
書記に日産自動車㈱の川瀬氏を選出し、議事に入り
ました。
　議案は、金沢事務局長から平成28年度事業報告、
平成28年度収支決算報告「正味財産増減決算報告」
を行った後、トッパンパッケージプロダクツ㈱の今
福氏より会計監査報告がなされました。引き続き、
事務局長より平成29年度事業計画(案)、平成29年度
予算(案)「正味財産増減予算」、の提案がありました。
　議案は、全て満場一致で承認されました。

事業･決算報告並びに事業計画･予算案が満場一致で承認される !
平成29年度 支部定時総会

　新入社員の安全衛生教育講習会を４月６日と12日
に開催致しました。
　6日は、市民会館にて74名が受講、12日は支部事
務所にて15名が受講と、ほぼ例年通りの受講者数で
した。(例年90名前後の受講)
　講習会は、中災防の「新入者安全衛生教育テキス
ト」を基本とした内容ですが、緊張感を持たせるた
めに中盤で災害事例の紹介をし注意を喚起します。
最後は、視聴覚教材DVDを鑑賞しまとめをします。
　今年に入りテキストが全面改訂となり、それに従
いプレゼン資料であるパワーポイントも支部の教育
委員会メンバーにて全面リニューアル致しました。

　どうか、各事業場とも希望あふれる新入社員が災
害に合うことのないよう、きめ細かい指導を宜しく
お願い致します。　ご安全に！

新入社員安全衛生教育講習会開催

☆平成28年9月15日入会
神奈川中央交通西(株)津久井営業所
〒252-0159相模原市緑区三ｹ木331番地
ＴＥＬ:042-784-0661
主な業務内容:一般乗合自動車運送事業

☆平成29年1月18日入会
(株)スリーボンド研究所
〒252-0146相模原市緑区大山町1-1
ＴＥＬ:042-703-7122
主な業務内容:接着剤、シール材の研究開発

☆平成29年4月1日入会
(株)ライン
〒252-0143相模原市緑区橋本3-19-172Ｆ
ＴＥＬ:042-774-4740
主な業務内容:人材派遣業

新規入会事業場紹介
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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

編　集　後　記

　今日私達の日常生活は、様々な商品やサービスに囲
まれ、豊かで非常に便利になっています。これら商品の
サービス・販売・物流を見る時、そこには必ず包装と容
器が関与しています。裸の商品は考えられず、包装容器
を抜きにして、現在の豊かな社会生活や物流経済の発展
は無かったと言っても過言ではないでしょう！
　「包装」「容器」の言葉の意味は、包装の『包』の字
は胎児が母親の胎内に大切に育まれている形から考え
られたと言われている通り、大切なものをつつむ、詰
める、守る事を意味しています。また、『装』の字は
「そろえる」「飾り整える」などの意味です。すなわち、
包装とは大切な物を整えて、つつみ大事に保護するこ
と。また、容器の『容』の字は入れる、蔽

おお

う、ふさぐ、
盛る、つつむ、形などを意味し、『器』の字はうつわ、
入れ物、大事にするなどの意味です。容器とは大切
な物を入れて封をして大事に守るうつわとなります。
　食料品容器にはみなさんご存知の通り賞味期限とい
うものがあります。賞味期限とは、定義によると「定
められた方法により保存した場合において、期待され
る全ての品質の保持が十分に可能であると認められる
期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超す場
合であっても、これらの品質が保持されていることが
あるものとする」と表現されています。現在では災害
時に食料備蓄品として賞味期限５年を保証する「パン
の缶詰」「レトルトカレー」「野菜ジュース」等、色々な
容器に入った物が沢山販売されています。品質の変化
には温度が大きく影響し、低温より高温で保存すると
変化が速く、賞味期間は短くなりますが、缶詰などは
冷蔵庫で貯蔵する必要はありませんが、置き場所に注
意して涼しい所を選べば本来の賞味期限をさらに延ば
すことができます。みなさん備蓄品は大丈夫ですか？

（安全部　編集委員　二宮　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、新入社員の教育にも励んでいる時期
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。(本日4月13日)
　さて、支部では無料貸し出し視聴覚教材ビデオのＤ
ＶＤ化を進めるためまず、一昨年度６本の新作ＤＶＤ
を購入しました。昨年度末にも５本追加購入致しまし
た。高額なため少しづつ、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。
（29年度支部定時総会資料に一覧を掲載）
＜安全衛生教育ＤＶＤ追加の紹介＞
①　D-9安全衛生基礎シリーズ（24分）
②　D-10リスクアセスメント時代の
　　　　　　　　　　 『安全管理者の役割』（20分）
③　D-11ＲＳＴ講座　職長教育映像教材集
　　　　　　　　　　　　　　 ＶＯＬ．２（87分）
④　D-12マンガ　新入社員の安全ガイド
　　　　　　　　　　　　　 佐藤君の一日（20分）
⑤　D-13挟まれ・巻き込まれ災害はなくせる
　　　　　　 みんなで摘みとろう危険の芽（18分）

☆#1職長安全衛生教育講習会
　５月17(水)・18日(木) 会場：相模原支部会議室
☆#1有機溶剤作業従事者教育
　５月31日(水) 会場：相模原支部会議室
☆安全週間相模原地区推進大会
　６月2日(金) 会場：市民会館ホール
☆#1粉じん作業特別教育
　６月15日(木) 会場：相模原支部会議室
☆#2安全管理者選任時研修
　６月22日(木) 会場：相模原支部会議室
☆労働関係法令等説明会
　６月23日(金) 会場：相模原市民会館
☆リスクアセスメント講習会
　６月27日(火) 会場：市民会館ホール
☆#2職長安全衛生教育講習会
　７月６(木)・７日(金) 会場：相模原支部会議室
☆#1ＫＹＴリーダー養成研修会
　７月12日(水) 会場：相模原支部会議室

☆#1衛生推進者養成講習
　８月４日(金) 会場：相模原支部会議室
☆第１種衛生管理者試験準備講習会
　８月22(火)・23日(水) 会場：相模原支部会議室
☆#3安全管理者選任時研修
　８月25日(金) 会場：相模原支部会議室

事務局だより

当面の事業予定

「備えあれば憂いなし」


