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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

　日頃から、神奈川労務安全衛
生協会相模原支部会員事業場の皆
様方におかれましては、労働行政、
特に労働災害防止の施策や取組み

に対し、多大な御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。また、労働者の安全確保のため、日々安全活動
をされている皆様には、改めて敬意を表したいと存じます。
　本年４月１日付けで、相模原労働基準監督署長に着任
いたしました畑野です。相模原署は初めての勤務ですが、
管内には工業団地や物流基地などの産業の基盤となるも
のから、丹沢山地や相模湖などの自然と、また近年は中
央リニア新線の駅が建設中であるなど、神奈川県内にお
ける重要な拠点であるとの印象を持っています。前任の
吉田同様、よろしくお願いいたします。
　さて、全国安全週間は、事業場の自主的な労働災害防
止活動を推進し、国民の安全意識の高揚と安全活動の定
着を図ることを目的に、昭和３年から中断することなく
実施されてきており、本年で94回目を迎えます。
　今年は、７月１日から７月７日までを本週間（準備期
間６月１日～６月30日）として、
　「持続可能な安全管理　未来へつなぐ安全職場」
をスローガンとして展開されます。

　全国の労働災害の発生状況を見ると、長期的には減少
傾向にありましたが、最近は高齢者の労働災害、転倒災
害や「動作の反動、無理な動作」による労働災害が年々
増加傾向を示し、昨年からは新型コロナウイルス感染症
の罹患による労働災害も増加しております。
　相模原署管内の労働災害の発生状況についても増加傾
向を示しており、令和２年の休業４日以上の労働災害は
635人で、これは前年に比べて37人の増加となっており
ます。更に昨年は死亡労働災害が３人発生しており、一
昨年が０人であったことから３人増となっています。
　このような状況から、労働災害を減少させていくには
事業者と労働者が一体となって職場の安全管理水準の向
上を図り、作業におけるリスクアセスメントを行うなど
により、労働者が安心して安全に働きやすい職場環境を
整備していくことが重要であり、これら労働災害防止に
向けた取組みの実施をお願いいたします。
　また、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策に御留意いただく必要がありますので、職場におけ
る作業はもとより、安全活動を実施するにあたっては、
密閉空間、密集場所、密接場面といった３つの密を避け
るようにしていただき、マスク着用、手指消毒を徹底し
て、安全衛生水準の向上に取り組んでいただきますよう
お願い申し上げます。
　今年度は、第13次労働災害防止計画の４年目となりま
す。今年度の安全週間が各事業場での取組みの一層の発
展と好機となることを祈念いたします。

令和３年度 全国安全週間を　　　　　
　　　　　　　　　迎えるにあたって

第９４回　全国安全週間第９４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

　 「持続可能な安全管理

　　　　　　　　　　未来へつなぐ安全職場」

相模原労働基準監督署　
署長　畑野　俊
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労働基準監督署
からのお知らせ

第１　相模原労働基準監督署の電話番号変更
　令和２年４月１日から相模原労働基準監督署の電
話番号が変わりました。下記のとおり、部署別にダ
イヤルインとなりますのでご注意願います。（受付
時間に変更はありません）
　方面
　　０４２－７５２－２０５１
　安全衛生課
　　０４２－８６１－８６３１
　労災課
　　０４２－８６１－８６３２
　総合労働相談コーナー
　　０４２－７５２－１４２７
　ＦＡＸ
　　０４２－７５２－１５５８
※受付時間
　　月～金　８時30分から17時15分
　　（土・日・祝日、年末年始を除く。）

第２　令和３年度神奈川労働局重点施策（抜粋）
　神奈川労働局は令和３年度における重点施策を下
記のとおり策定しました。神奈川労働局重点施策の
推進のため、本年度もご協力をお願いいたします。
令和３年度神奈川労働局重点施策
～すべての人がいきいきと働くかながわを目指して～
１�　ウィズ・ポストコロナ時代の雇用機会の確保
　（省略）
２�　ウィズ・ポストコロナ時代に対応した労働環境
の整備、生産性向上の推進
（１）�「新たな日常」の下で柔軟な働き方がしやす

い環境整備
　①�　「新しい働き方」に対応した良質な雇用型テ
レワークの導入・定着促進

　　�　適正な労務管理下における良質なテレワーク
の普及促進を図るため、テレワーク相談センタ
ー等が行う個別相談及びセミナーの案内、改定
されたテレワークガイドラインを周知するとと
もに、中小企業事業主に対して、テレワークを
導入し、雇用管理改善等に効果を上げた場合に
助成金を支給する支援を行います。

（２）�「ウィズコロナ時代に安全で健康に働くこと
ができる職場づくり」

　①　職場における感染防止対策等の推進
　　�　新たに「職場における新型コロナウイルス感
染拡大防止対策相談コーナー」を労働局健康課
に設置し、企業・労働者の相談等に対応します。

　　�　「職場における５つのポイント」、「職場にお
ける新型コロナウイルス感染症の拡大を防止す
るためのチェックリスト」等を活用して、感染

症拡大防止の基本的事項の確認や職場の実態に
即した実行可能な対策を促します。

　②　働き方改革の実現に向けた取組
　　�　令和２年４月から時間外労働の上限規制が適
用されている中小企業における「働き方改革」
の取組を支援する丁寧な対応を行います。

　　�　法令に関する知識、労務管理体制の状況に応
じて、改正労働基準法の内容や取組事例などき
め細やかな情報を提供します。

　　�　法違反が認められた場合でも、感染症による
影響、労働時間の動向、人材確保の状況、取引
実態等を踏まえながら、自主的な改善を促しま
す。

　　�　自動車運送事業、建設業など上限規制適用猶
予業種・業務を対象に説明会を開催して自主的
な取組を促進します。

　　�　時間外・休日労働時間数が月80時間を超えて
いると考えられる事業場、長時間にわたる過重
な労働による過労死等の労災請求が行われた事
業場に対する監督指導を実施します。

　③　労働条件の確保・改善対策
　　�　感染症の影響による大量整理解雇当事案につ
いて適切な労務管理がなされるよう啓発指導を
実施するとともに、解雇、休業手当不払等に係
る申告や、未払賃金立替払制度の対象となる事
案への迅速な対応等を行います。

　　�　賃金や労働時間などの基本的な法廷労働条件
に関し、労働基準法等の遵守徹底を図ります。
また、重大又は悪質な事案に対しては、司法処
分も含め厳正に対処します。

　④�　労働者が安全で健康に働くことができる環境
の整備

　　○�第13次労働災害防止推進計画重点業種等の労
働災害防止対策の推進

　　　・死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
　　　　�　建設業における墜落・転落災害の防止、

製造業における機械によるはさまれ・巻き
込まれ災害の防止対策を推進します。

　　　・�労働災害が多発傾向にある、又は減少がみ
られない業種等への対応

　　　　�　小売業・飲食店・社会福祉施設などの第
三次産業及び陸上貨物運送事業に対し、労
働災害の防止対策を推進します。

　　　・�全ての業種に向けた労働災害防止への対応
　　　　�　全ての業種に対し、転倒災害の防止、高

年齢労働者の労働災害の防止及び熱中症に
おける労働災害の防止対策を推進します。

　　○産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進
　　�　産業医・産業保健機能の強化、医師による面
接指導、ストレスチェック制度を含むメンタル
ヘルス対策も含めて、これらの取組が各事業場
で適切に実施されるよう、引き続き指導等を行
います。

　　�　「事業場における労働者の健康保持増進のた
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めの指針」の周知を行います。
　　○化学物質対策、石綿ばく露防止対策の徹底
　　�　化学物質に関するラベル表示の徹底、安全デ
ータシート（ＳDＳ）の交付の徹底、これらを
踏まえたリスクアセスメントの実施を推進しま
す。また、改正された石綿障害予防規則の周知
指導の徹底をする等の施策の充実を図ります。

　⑤　迅速かつ公正な労災保険の給付
　　○�新型コロナウイルス感染症に係る的確な労災

補償の実施
　　�　新型コロナウイルス感染症に係る労災補償に
ついては、迅速かつ的確な調査及び決定を行い
ます。また、労働者等からの相談があった場合
においては、懇切丁寧に対応するとともに、事
業場などに対し請求勧奨の実施について依頼を
行います。

　　○過労死等事案に係る的確な労災認定
　　�　脳・心臓疾患事案及び精神障害事案について
は、認定基準を踏まえ迅速・的確な認定を行い
ます。

　　○�石綿関連疾患に係る的確な労災認定及び石綿
救済制度等の周知徹底

　　�　石綿関連疾患に係る労災保険給付及び特別遺
族給付金の事案に当たっては、認定基準に基づ
き、的確な労災認定を行います。また、石綿関
連疾患に係る補償（救済）制度について、がん
診療連携拠点病院等で問診の際に石綿ばく露チ
ェック表の活用や労災請求の勧奨を依頼するな
どの周知の徹底を図ります。

（３）�最低賃金、賃金引上げに向けた生産性向上等
の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に関
わらない公正な待遇の確保

　①　最低賃金制度の適切な運営
　　�　神奈川県の最低賃金額について、あらゆる機
会を捉えて広く周知を図り、最低賃金制度の適
正な運営を行います。

　　　神奈川県最低賃金

　　　
時　間　額　　１，０１２円

　　　効力発生年月日　令和２年10月１日

　②　雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
　�　パートタイム・有期雇用労働法が令和３年４月
１日より中小企業等に適用されたことから、雇用
形態に関わらない公正な待遇の確保（同一労働同
一賃金の実現）に向けて、パートタイム・有期雇
用労働法に基づく報告徴収等を実施することによ
り、法の着実な履行確保を行います。また、非正
規労働者の待遇改善に係る事業主の取組機運の醸
成を図るため、同一労働同一賃金等に取り組む先
行企業の収集された事例の周知等を行います。
　�　また、「神奈川働き方改革推進支援センター」
によるワンストップ相談窓口において、業種別同
一労働同一賃金導入マニュアル等を活用した支援

や、ウィズ・ポストコロナの時代の新しい働き方
を踏まえた個別訪問支援、出張相談、セミナー等
に加え、業種別団体等に対し、専門家チームによ
る支援を実施する等、きめ細かな支援を行います。
（４）総合的なハラスメント対策の推進
　　�　令和４年４月１日から、職場におけるパワー
ハラスメント防止のための雇用管理上の措置義
務が中小企業にも拡大されるため、あらゆる機
会を捉えて周知するとともに、措置を講じるよ
う事業主に対する指導を徹底します。

　　�　さらに、妊娠・出産、育児休業等に関するハ
ラスメントやセクシャルハラスメント、パワー
ハラスメントなど職場のハラスメントは複合的
に生じることも多いため、総合的・一体的なハ
ラスメント防止対策の取組を支援します。

　　�　「総合労働相談コーナー」では、新型コロナ
ウイルス感染症を理由とするいじめ・嫌がらせ、
パワーハラスメントをはじめとしたあらゆる労
働問題に関して、労働局長の助言・指導、紛争
調整委員会によるあっせん等により、丁寧に対
応します。

（５）治療と仕事の両立支援
　　　ガイドライン等の周知啓発
　　�　神奈川産業保健総合支援センターと連携して、
「事業場における治療と仕事の両立支援のため
のガイドライン」及び「企業・医療機関連携マ
ニュアル」を周知します。

　　　地域両立支援推進チームの運営
　　�　「神奈川県両立支援推進チーム」の活動を通
して、地域の関係者が連携し、両立支援に係る
関係施策の横断的な取組の促進を図ります。

　　　トライアングル型サポート体制の推進
　　�　主治医、会社・産業医と患者に寄り添う両立
支援コーディネーターのトライアングル型のサ
ポート体制を推進のため、周知を図ります。

６　労働保険制度の適切な運営
　①　�未手続事業一掃対策と収納未済歳入額の縮減
　　�　未手続事業を一掃するために、積極的な加入
勧奨及び手続指導を行います。また、高額滞納
や滞納を繰り返す事業主を重点に、適正かつ実
効ある滞納整理を実施します。

　②　電子申請の利用促進
　　�　事業主の行政コスト削減の最優先施策として、
電子申請の利用促進に努めます。

　③　迅速適正な保険給付
　　�　労働者の社会復帰の促進や生活及び雇用の安
定を図るため、労災保険、雇用保険の迅速適正
な給付を行います。

　�　ハラスメントやセクシュアルハラスメント、パ
ワーハラスメントなど職場のハラスメントは複合
的に生じることも多いため、総合的・一体的なハ
ラスメント対策を行います。



（4）第171号　	 さ　　　　　が　　　　　み　	 ２０２１年５月３１日

会社を取り巻く環境測定のお手伝い
◎作業環境測定　◎排ガス測定
◎空気中の溶接ヒューム（マンガン）濃度測定
◎水質・大気・騒音・振動・臭気測定
◎土壌調査等
◎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
建築物空気環境測定事業登録

〒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

名称：ＭＨＩファシリティーサービス（株）
　　　　 相模原工場・施設管理部

署　長

�＊畑野　　俊

副署長

　野々部　敦

第三方面主任監督官

　善福　敬子

安全衛生課長

　宮本　満典

《担当業務》
労働者死傷病報告･機械等設置届･建設工事計画届･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、労災年金及び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》
働き方改革関連法に関すること、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

�＊関　　政男

業務課長

�＊長谷川　実 労災認定調査官

�＊草分　美佳

第二方面主任監督官

�＊池田　美春

労災課長

�＊寺前　　豊 補償係長

　岩田　美紀
厚生労働事務官

�＊相馬　　匠

労働基準監督官

�＊田原　航介

厚生労働事務官

�＊生地　あゆみ

地方産業安全専門官

�＊三船　尚樹

労働基準監督官

�＊徳丸　未夢

氏名の前に＊印：新任

相模原労働基準監督署　組織図

令和３年４月１日から体制が変わりました。
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地域医療支援病院　　　がん診療連携拠点病院　　　災害拠点病院　　　臨床研修指定病院

診
療
科
目

内科/呼吸器内科/循環器内科/消化器内科/外科/呼吸器外科/精神科/心臓外科/血管外科/糖尿病･代謝･内分泌内科/血液内科
リウマチ科/消化器外科/小児科/乳腺外科/皮膚科/泌尿器科/産婦人科/歯科口腔外科/腎臓内科/整形外科/脳神経外科/眼科/形成外科
耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線診断科/放射線治療科/病理診断科/臨床検査科/麻酔科/救急科/緩和ケア内科/神経内科

 移転しました 　〒252－5188　相模原市緑区橋本台4－3－1　TEL 042(761)6020(代)　FAX 042(713)3525
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.sagamiharahp.com　E-mail : postmaster@sagamiharahp.com

　４月21日（水）15時30分から相模原市
民会館�第1大会議室にて、令和３年度の
定時総会を開催致しました。
　三菱重工エンジン＆ターボタージャ㈱
高岩氏の開会挨拶に続き、日産自動車㈱
相模原部品センター加藤氏を議長に選出、
引き続き日本電気㈱山本氏を書記に選出
し議事に入りました。金沢事務局長より
令和２年度の活動報告及び「正味財産増
減決算」の報告を行い、続けて会計監査
報告が行われ、全議案が満場一致で承認
されました。
　引き続き、金沢事務局長より令和３年
度事業計画案及び「正味財産増減予算」
の提案があり、新型コロナウイルス感染

症の収束が見通せない現状や会員事業場
の減少傾向を考慮すると、今年度も厳し
い事業運営になるが事業数を増やすこと
により事業収益が大幅に減少とならない
よう取り組むとの説明があり提案どおり
承認されました。
　議長・書記解任の後、役員を代表して
三菱重工エンジン＆ターボチャージャ㈱
古殿支部長及び（公社）神奈川労務安全
衛生協会専務理事の古屋氏より挨拶があ
りました。また、御来賓を代表して相模
原労働基準監督署畑野署長より着任の挨
拶とご祝辞を賜り定時総会は滞りなく終
了しました。

（広報部会　福永　記）

（公社）神奈川労務安全衛生協会相模原支部定時総会を開催
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相 模 原 地 域 産 業 保 健 セ ン タ ー
～地域産業保健事業～

　地域産業保健センターでは、労働
者数50人未満の小規模事業場の事業
者やそこで働く人を対象として、労
働安全衛生法で定められた保健指導
などの産業保健サービスを無料で提
供しています。ぜひ、ご活用ください。

■労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む）に係る相談
■健康診断の結果についての医師からの意見聴取
■�長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレス者
に対する面接指導
■個別訪問による産業保健指導の実施

相模原地域産業保健センター
〒252-0239　相模原市中央区中央3-12-3
　　　　　 �商工会館新館4階
Tel 042-707-4225　　Fax 042-707-4227
E-mail�:�sagamiharasanpo@gmail.com

神奈川産業保健総合支援センター
〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1
　　　　　 �第6安田ビル3階
Tel 045-410-1160　　Fax 045-410-1161

詳しくは、ホームページをご覧ください（http://www.kanagawas.johas.go.jp/）　神奈川産保　で検索

＜小規模事業場向けサービスの内容＞

支援は全て無料です！

＊第２回安全管理者選任時研修会
　６月３日(木)　9：25 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊令和３年度全国安全衛生週間相模原地区推進大会
　６月９日(水) 14：00 ～
� 会場：市民会館　ホール
＊第１回粉じん作業特別教育講習会
　６月16日(水)　9：30 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊第１回リスクアセスメント講習会
　６月22日(火)　9：30 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊第２回職長教育講習会
　７月７日(水)・８日(木) 9：30 ～
� 会場：市民会館　第２大会議室
＊労働関係法令等説明会
　７月15日(木) 14：30 ～
� 会場：市民会館　第２大会議室
＊第１回危険予知訓練(KYT)リーダー養成研修会
　７月21日(水)　9：30 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊第１回衛生推進者養成講習会
　８月５日(木)　9：30 ～
� 会場：市民会館　第２大会議室
＊第３回安全管理者選任時研修会
　８月26日(木)　9：25 ～
� 会場：市民会館　第２大会議室

　４月になり、また新しい年度が始まった。昔（と言
ってもここ10年ぐらい前かな？）は桜吹雪が入学生を
出迎えていたと思うが、今は新緑が黄色い帽子（小学
生１年生）を頭上から見下げている。桜の気まぐれな
のか、温暖化の影響か。
　新型コロナウイルス感染拡大に目を向けると、関西

当面の事業予定

編　集　後　記

地区（特に大阪）で第４波のまん延拡大となり、４月
25日（日）からは、東京、大阪、兵庫、京都の４都府
県を対象に第３回目の非常事態宣言が発出された。政
府は、飲食の場面での対策をさらに強化することに加
え、変異ウイルスの感染者が急増していることを踏ま
え、人の流れを抑制する措置をとるなど、大型連休に
合わせて徹底した感染対策に取り組むこととなった。
　また、東京近県の神奈川、埼玉、千葉では非常事態
宣言とはならずとも、「まんぼう」（正式名称は「まん
延防止等重点措置」、新型コロナ対策の特措法）を４
月20日（火）から適用した。都道府県ごとに対象期間
や対象市区町村を設定して時短営業などを要請できる
ものだ。両方とも適用地区の住民には不要不急の外出
自粛や感染防止の基本的な対策の徹底がお願いされる。
　さらに、感染防止の対策として新型コロナワクチン
接種が始まっている。地域に差があるが、医療従事者
や高齢者に対して運用されている。ファイザー社のワ
クチンでは通常、１回目の接種から３週間後に２回目
の接種を受けることになる。２回の接種が必要なのだ。
　一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害
（病気になったり障害が残ったりすること）が極めて
稀ではあるものの発現する。コロナの場合も、不安を
あおるわけではないのだが、２回目接種後、注射した
部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、
発熱等が出る場合がある。また、まれに起こる重大な
副反応として、ショックやアナフィラキシー（アレル
ゲンなどが体内に入ることによって、複数の臓器や全
身にアレルギー症状が表れ、命に危険が生じ得る過敏
な反応が出ること）がある。そのために接種後はアナ
フィラキシーの経過観察のために必ず15分ほど待機が
必要となる。
　まだまだ感染防止のため、継続して「３つの密（密
閉・密集・密接）」の回避、マスクの着用、石けんに
よる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エ
チケットを行っていかなければならない。いつまでな
のだろう・・・・・。

（北里大学健康管理センター　山腰　記）


