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　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、
当監督署の行政運営にご理解
ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に
関する意識を高揚させ、事業場の自主的労働衛生
活動を推進させる運動として、昭和25年から開催
されており、今年で72回目を迎えます。
　今年も10月１日から同月７日までを本週間、９
月１日から同月30日までを準備期間として実施さ
れ、今年は、
「向き合おう！　こころとからだの　健康管理」
を全体のスローガンとして展開していくとともに、
「うつらぬうつさぬルールとともに
　　　　　　　　　　　みんなで守る健康職場」
を副スローガンとして、職場における新型コロナ
ウイルス感染症拡大の防止対策の徹底を呼び掛け
ることとしています。
　県内の職業性疾病による災害発生状況を見ると、
令和２年の死亡災害は、脳・心臓疾患、熱中症、
蜂さされのアナフィラキシーショックによる３人
で、平成25年からの死亡災害の累計は、脳・心臓
疾患が16人（54％）で約５割を占め、次が熱中症
の10人（33％）になっています。
　また、休業４日以上の死傷者は、平成29年から
増加傾向を示しており、令和２年は新型コロナウ

イルス感染症などによって1126人と、令和元年の
616人から大幅に増加しました。この内訳を見る
と、負傷に起因する疾病が583人と最も多く、そ
の多くは災害性腰痛になっています。
　一方、脳・心臓疾患や精神障害による労災認定
件数は依然として高い水準にあります。そして県
内の一般健康診断結果の有所見率は、近年は高く
なる傾向にあり、令和２年は約６割（58.2％）に
なっています。
　さらに、仕事や職業生活に関する強い不安、悩
み又はストレスを感じる労働者は、依然として半
数を超えており、労働力の高齢化や何らかの疾病
を抱えながら働く労働者も約３人に１人に上って
います。
　このような状況の中、労働衛生週間の展開とし
て、長時間労働による健康障害の防止対策及びメ
ンタルヘルス対策を推進し、高年齢労働者が安心
して働ける職場環境づくりや病気を抱えた労働者
の治療と仕事の両立支援を進めていくことが重要
です。
　そして、今年は特に新型コロナウイルス感染
症の拡大防止の観点から「三つの密（「密閉空間」
「密集空間」「密接空間」）」を避けることを徹底し、
事業場で留意すべき「取組の５つのポイント」を
実行していくことにより、職場で感染者を発生さ
せないことが求められています。
　各事業場におかれましては、労使が一体となっ
て労働衛生活動の取組みを加速させ、期間中に実
効ある労働災害防止活動を展開し、事業場の安全
衛生管理水準の向上と発展になることを切に願っ
ております。

相模原労働基準監督署　
署長　畑野　俊

令和３年度第72回全国労働衛生週間を迎えるにあたって

第７２回　全国労働衛生週間第７２回　全国労働衛生週間

相模原
本週間
１０月１日→７日
準備期間

９月１日→30日

「向き合おう!  こころとからだの  健康管理」
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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
　夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、
職場においても熱中症が発生しており、重
篤化して死亡に至る事例も後を絶たない状
況にあることから、厚生労働省は、職場に
おける熱中症予防対策について、平成21年
６月19日付け基発第0619001号「職場にお
ける熱中症の予防について」に基づく対策
を基本として、毎年重点事項を示しその予
防対策を推進しております。平成29年から
「STOP ！熱中症　クールワークキャンペ
ーン」を実施し、各災害防止団体等と連携
して取り組んできたところです。
　令和２年の職場における熱中症の発生状
況は、全国の休業４日以上の死傷者数は
959人、死亡者数は22人となり、令和元年
と比較して死傷者数は130人増加し、死亡
者数は３人減少となりました。（神奈川県
においては、令和２年の熱中症により死亡
した労働者は１人でした。）
　業種別の死傷者数は、建設業215件、製
造業199件となっており、全体の４割以上
を占めています。また、死亡者数は、建設
業が７件、製造業が６件となっており、建
設業は過去５年間において最多業種となっ
ています。
　災害発生状況を見ると、「休ませて様子
を見ていたところ容態が急変した」、「倒れ
ているところを発見された」など、管理が
適切になされておらず被災者の救急搬送が
遅れた事例、WBGT値を実測せず、WBGT
基準値に応じた措置が講じられていなかっ
た事例等などがあり、このような事例は、
職場における熱中症予防対策がまだ十分に
浸透していなかったと考えられるため、熱
中症予防対策の徹底を図ることが重要です。
　本年度、厚生労働省では、関係省庁や労
働災害防止団体などと連携して、本年４月
を準備期間、５月から９月までをキャンペ
ーン期間、７月を重点取組期間とする、令
和３年「STOP ！熱中症　クールワークキ

ャンペーン」を展開し、事業場での熱中症
予防のための重点的な取組を進めています。
　相模原労働基準監督署では、管内事業者
に対して熱中症予防対策の説明会を本年５
月に開催し、また、その他の各種説明会や
連絡会議、事業場に対する個別指導等にお
いて、本キャンペーンによる熱中症予防対
策の徹底を図るよう周知指導しているとこ
ろです。
　令和３年の本キャンペーンにおいては、
職場における熱中症予防対策の浸透を図る
とともに、重篤な災害を防ぐために、事業
場におけるWBGT値の把握や緊急時の連絡
体制の整備等を特に重点的に実施し、改め
て職場における熱中症予防対策の徹底を図
ることを目的としています。
　５月から９月のキャンペーン期間中にお
ける下記の実施すべき事項について、重点
的な取組みをお願いいたします。
　なお、新型コロナウイルス感染症が収束
しない中、職場においては、十分な新型コ
ロナウイルス感染症予防対策を行いながら、
熱中症予防対策を講じてください。

STOP ！熱中症　クールワークキャンペー
ン期間に実施すべき事項
STEP１
　JIS規格（JIS B 7922）に適合するWBGT
指数計でWBGT値の随時把握を基本として
ください。その地域を代表する一般的な
WBGT値を参考とすることは有効ですが、
個々の作業場所や作業ごとの状況は反映さ
れないことに留意してください。特に、測
定方法や測定場所の差異により、参考値は、
実測したWBGT値よりも低めの数値となる
ことがあるため、直射日光下における作業、
炉等の熱源近くでの作業などでは、実測す
ることが必要です。
　
STEP２
　実測したWBGT値に応じて次の対策を実
施してください。
ア　WBGT値の低減等
　�　WBGT値を下げるための設備の設置等
により、WBGT値の低減対策を行ってく
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ださい。
イ　休憩場所の整備
　�　休憩場所には、冷たいおしぼり、シャ
ワー等の身体を適度に冷やすことのでき
る設備等を設けてください。また、水分
及び塩分の補給を定期的かつ容易に行う
ことができるよう飲料水、スポーツドリ
ンク、塩飴等の備え付け等を行ってくだ
さい。さらに、状態が悪化した場合に対
応できるように、休憩する者を一人きり
にしないこと等に留意してください。
ウ　通気性の良い服装など
　�　通気性の良い作業着、送風機能のある
作業服やクールベストを着用してくださ
い。
エ　作業時間の短縮
　�　WBGT値が高いときは、単独作業を控
え、WBGT値に応じて作業の中止、こま
めに休憩をとるなどの工夫をしてくださ
い。
オ　熱への順化
　�　暑さに慣れるまでの間は十分に休憩を
取り、１週間程度かけて徐々に身体を慣
らしてください、特に、入職直後や夏季
休暇明けの方は注意が必要です。
カ　水分・塩分の摂取
　�　のどが渇いていなくても定期的に水
分・塩分を取ってください。
キ　プレクーリング
　�　休憩時間にも体温を下げる工夫をして
ください。
ク　健康診断結果に基づく措置
　�　①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④
腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広
範囲の皮膚疾患、⑦感冒等、⑧下痢等な
どがあると熱中症にかかりやすくなりま
す。医師の意見を聴いて人員配置を行っ
てください。

ケ　日常の健康管理
　�　前日のお酒の飲みすぎはないか、寝不
足ではないか、当日は朝食をきちんとと
ったか、管理者は確認を行ってください。
熱中症の具体的症状について説明し、早
く気付くことができるようにしてくださ
い。
コ　労働者の健康状態の確認
　�　作業中は管理者はもちろん、作業員同
士お互いの健康状態をよく確認してくだ
さい。

STEP３
　熱中症予防管理者等は、WBGT値を確認
し、巡視などにより、次の事項を確認して
ください。
ア�　WBGT値の低減対策は実施されている
か。
イ　各労働者が暑さに慣れているか。
ウ�　各労働者は水分や塩分をきちんと摂取
しているか。
エ　各労働者の体調は問題ないか。
オ　作業の中止や中断をさせなくてよいか。
カ　異常時の措置
　�　少しでも労働者に異変を感じたら、①
いったん作業を離れる、②病院へ運ぶ、
または救急車を呼ぶ、③病院へ運ぶまで
は一人きりにしない等の措置を講じてく
ださい。
　
職場における熱中症予防対策ポータルサイ
ト及び講習動画のご案内
　厚生労働省では、職場における熱中症予
防に関するポータルサイトを開設し、職場
で起こる熱中症について、症状や分類、予
防対策について、具体的な事例を交えて紹
介しています。
　熱中症予防対策の徹底を図るために、ご
活用ください。
　↓

学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！

職場における熱中症予防情報
https://neccyusho.mhlw.go.jp/
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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

「更に、一層幅広いお客様のニーズにお応えするため工場・施設管理部は会社分割となりました。詳細はH.P.をご覧ください。」
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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
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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！

　17日間の東京オリンピック、終ってみれば過去最多
の27個の金メダルを獲得しました。アスリートの姿は
純粋で、感動と興奮の毎日でした。改めてスポーツの
もつ魅力を再認識した方も大勢いらしたでしょう。
　開会式は前日まで運営側の人選で揉めましたが、か
つて経験の無い無観客で開催された各競技もアスリー�
トは良い意味で予想を大
いに覆してくれ、目覚まし
い活躍を見せてくれまし
たね。オリンピック開催
云々に向けられていた風
あたりを大きく変えたの
ではないでしょうか？
　しかしながら、コロナで非常事態宣言もオリンピッ
ク最中に４度目の宣言に、国民の皆さんは不要不急の
外出を控えてとか、県をまたいでの行き来を控えてと
か、多人数の飲食は控えてと言われても、オリンピッ
クはやってるじゃん、と皆さんの気持ちはコロナ感染
に慣れて緩んでいてとどまる気配は無くとうとう東京
は一日5,000人の感染者をだしてしまいました。企業
としてのコロナ感染予防対策は、できることとできな
いことがあります。テレワークが出来ない企業は満員
電車で通勤ですよね？デパ地下の入場制限をするより、
電車を何とかできないのでしょうか？手指消毒、マス
ク着用等、当たり前のことを当たり前に愚直に徹底実
行するしか無いのでしょうね。コロナは変異株により
新たなリスクのステージに入ったようです。
　この猛暑を乗り切るにはそろそろ暑気払いでいっぱ
い、と言いたいところですが、この世の中とても口に
出せることではありません。猛暑どころか、線状低気
圧の影響で九州や西日本が甚大な被害を受けていると
ころです。
　どうかみなさま、ご安全に。

（（株）旭商会　二瓶智枝子　記）

編　集　後　記

＊第４回　安全管理者選任時研修会
　10月７日(木)　9：25 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊第２回　危険予知訓練(KYT)リーダー養成研修会
　10月13日(水)　9：30 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊第３回　粉じん作業特別教育講習会
　10月20日(水)　9：30 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊第80回　全国産業安全衛生大会
　10月27日(水) ～ 29日(金)
�� 会場：東京（予定）
＊第２回　有機溶剤作業従事者労働衛生教育講習会
　11月４日(木)　9：30 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊第２回　リスクアセスメント講習会
　11月16日(火)　9：30 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊神奈川労務安全衛生大会(横浜西支部・藤沢支部)
　11月８日(月)　� オンデマンド配信
＊第５回　安全管理者選任時研修会
　11月18日(木)　9：25 ～
� 会場：市民会館　講習室
＊経営首脳者セミナー
　11月24日(水) 14：00 ～
� 会場：市民会館　第１大会議室
＊第４回　職長教育講習会
　12月８日(水)・９日(木)　9：30 ～
� 会場：市民会館　第２大会議室
＊安全祈願祭・賀詞交歓会
　令和４年１月７日(金)
� 会場：未定
＊第３回　安全衛生推進者養成講習会
　令和４年１月24日(月)　9：25 ～
　　　　　　　25日(火) 13：00 ～
� 会場：市民会館　第２大会議室

当面の事業予定


