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　皆さん、こんにちは。

　神奈川労務安全衛生協会厚木支部長の中山です。

　昨年度は皆様のご協力のもと、厚木労働基準監督署の

皆様にもご協力いただき、安全大会、衛生大会などの行

事を無事に終えることができましたことに、まず御礼申

し上げます。そして、今回の人事では厚木署でお世話に

なった岡部署長様、小暮副署長様、綾部課長様ほか多く

の関係された方々が異動されました。ご指導ご鞭撻いた

だきましたことに大変感謝いたします。また、今回厚木

署に着任されました炭竈署長様、稲葉副署長様、永吉課

長様には今年度の活動に関し、ご指導ご鞭撻いただける

ことをよろしくお願い申し上げます。

　昨年度は中災防の『健康と安全チェックが 作業の

基本 しっかり守って ゼロ災職場』の年間標語のもと

活動をしてまいりました。死亡災害は前年度３６人に

比べ、２８人。若干は減少しましたが厚木管内でも残

念ながら４名の方が亡くなられました。発生状況は墜

落・転落、転倒と例年と同じような傾向になっており、

労働災害は昨年６，５１１件で前年度より８７件残念

ながら増加してしまいました。（災害件数はＨ２９．

０３．３１暫定値）

　一方、労働時間の面では昨年度は過重労働の問題が

社会的に課題になりました。『働き方改革実現会議』

が政府で立ち上げられ、人々がワーク・ライフ・バラ

ンスをとりながら、事業活動の生産性を維持向上させ

ていく活動がはじめられました。最終金曜日の早期退

社を推奨し、自分の時間として使う『プレミアムフラ

イデー』（急に言われてもどのようにこの時間を使っ

たらよいのか？会社の出退勤管理をどのように扱う

か？と戸惑いの昨年度）、単純ルーティン作業を、ＡＩ

技術を使って従来の生産活動に導入されていた自動化

に、知能を入れて商業分野でロボットに仕事を行わせ

る『ロボティクス』（コミュニケーションが必要な業

務に関して、経験値豊富な人間に本当に代われるの

か？心の通ったコミュニケーションという付加価値を

ロボットが提供することができるのか？など課題提議

と実施の同時スタート）と時代を反映した今までにな

い取り組みも進められています。実際にビジネスホテ

ルの受付にロボットがいるホテルも営業を始められお

り、会員企業でもそれぞれの業種の性格にあった活動

を検討されていると思います。

　今年度も労安協の活動を皆様と一緒に取り組み、労

働災害が減少することを祈念して、ご挨拶とさせてい

ただきます。ご安全に。 

新年度を迎えて
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　この度、厚木労働基準監督署長に着任しました炭竈

と申します。神奈川労務安全衛生協会厚木支部の皆様

方には日頃から労働基準行政に深い御理解と御協力を

いただき感謝申し上げます。私は、厚木署に平成９年

に１年間、平成１８年に１年間とほぼ１０年周期で勤

務しており、過去２回はいずれも安全衛生担当でした

ので当時も貴支部の皆様には大変お世話になりまし

た。今年度も皆様方と連携を図りながら労務及び安全

衛生の向上を図ってまいりたいと思いますのでよろし

くお願いします。

　昨年は大手広告会社における新入社員の過労自殺事

案について社会的に大きな注目を集めましたが、働く

ことにより命を失ったり、健康を損なうようなことは

あってはならないものです。

　政府では「１億総活躍社会の実現」に向けた最大の

チャレンジとして「働き方改革」を進めており、３月

末には働き方改革実行計画がまとめられました。ここ

では、「同一労働同一賃金」の推進とともに残業の上

限規制による長時間労働の是正を柱としており、今後

法改正へ向けての作業が進められていくこととされて

います。

　神奈川労働局においても働き過ぎ防止及び一般労働

条件の確保・改善対策を労働基準行政の重点施策とし

ております。また、平成２９年１月２０日に「労働時

間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す

るガイドライン」が新たに策定されています。長時間

労働抑制のためにもまず使用者が労働時間を適正に把

握する必要がありますのでご留意ください。

　さて、労働基準行政のもうひとつの大きな柱である

労働災害防止対策についてですが、本年は第１２次労

働災害防止推進計画（１２次防）の最終年となります。

厚木署管内の労働災害発生状況を見てみますと、まず

労働災害による死亡者数は、平成２８年は４人で前年

から２人の増加となっており、また、本年に入りすで

に１人の方が亡くなっています。休業４日以上の災害

については、平成２８年は９０４件で前年からは５件

減少していますが、１２次防の平成２８年の目標値は

７６７件でしたので、目標値を大きく上回っています。

業種別に見ても多くの業種で目標値を上回る結果と

なっています。また、他署と比較して特に製造業は２０

３件と神奈川局の監督署の中でも飛び抜けて多い数値と

なっています。第１２次防の達成は大変厳しい状況と

言えますが、死亡災害の撲滅と休業災害の大幅な減少

へ向けさらなる取組をお願いいたします。

　神奈川労働局では「安全の見える化」の取組を進め

ているところですが、皆様の事業場でも是非色々なア

イデアで見える化を工夫されてはいかがでしょうか。

　さて、私ごとですが、ワークライフバランス･･･仕

事以外の生活の充実も大切ということで、趣味として

週末ライブハウスへ出かけたり、スポーツクラブで球

技などをしたりしていますが、この度、風光明媚な山

や川、史跡、あるいは商業施設等を有する多様な市町

村のある厚木署へ赴任したので、管内の散策などもし

てみたいと思っています。

　最後になりますが、貴支部及び会員事業場の御発展

と働く人の健康と安全を祈念して着任の御挨拶とさせ

て頂きます。

着任の御挨拶

厚木労働基準監督署

　署長　炭竈  徹夫

※人事異動一覧、 職員配置図はＨＰをご覧ください。
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記載の内容は、 ダイジェスト版です。 詳しくは支部ホームページまで

平 成 ２ ９ 年 度 定 期 総 会

　４月２６日（水）オークラフロンティアホテル海老名にて２５２事業所の参加及び委任状を頂き、定期総会が行われました。

議事に先立ち、職場功労者１名、厚木支部功労者６名の表彰式が行われました。支部規約に基づき中山支部長が議長に就任し、

第１号から第６号の議案は満場一致で承認可決され、来賓の挨拶を頂き定期総会は無事終了となりました。

ＡＧＣオートモーティブＡＭＣ(株 )

小峯　雄二

大和プレス (株 )

　　田邉　淳一

定期総会で表彰されました　おめでとうございます

職場安全衛生功労者表彰 　 日産自動車 (株 )テクニカルセンター　　   桐部　明さん 

支部功労者表彰　　　　  日立オートモティブシステムズ (株 )相模事業所　　 大河原　畝郎さん 

    ( 株 ) リコー　テクノロジーセンター　　   久保　由美さん

    日立オートモティブシステムズ (株 )厚木事業所  塩見　裕さん

    大久保歯車工業 (株 )　     石井　政和さん

    横浜乳業 (株 )　 　     戸倉　章さん

    ( 株 ) 神戸屋　海老名事業所　　    石岡　博昭さん

～匠の心は永遠に～

日産自動車株式会社 横浜工場見学

　３月１３日、安全部会関係者による日産自動車横浜工場見学の記事を掲載しております。エンジン博物館の生い立ちや工場

安全への取組などが写真などで分かり易く記載されています。またＧＴＲのエンジン製造に携わる秘話などが書かれており、

写真も多数掲載されておりますので是非ＨＰをご覧ください。

『ガンダーラ』

　インドの山奥で　修行をして～♪　小学校のころに聞いた歌です。

私は一昨年の１０月にインドに行きました。ジャイプール、アグラ、デリーの三都市に１０日間の

滞在です。最初の滞在先はジャイプール。友人の結婚式のためです。空港からホテルまでの道中は

日本とは大きく異なった風景が広がっていたのでどうなることかと不安になりました。ホテルに着

いてからスーツに合わせた黒い靴下を持ってこなかったことに気付きました。片側三車線の道路を

挟んだ向かいのショッピングモールまで買いに行くことにしたのですが・・・この続きはＨＰでどうぞ！！！

ＧＣＰジャパン (株 )

三輪　俊介
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脱 ・ メタボ！　効果的な内臓脂肪ダイエットのコツは？

【クイズ】　内臓脂肪ダイエットに効果的な方法は次のうちのどれでしょう。

　　①　１か月で５キロ減量をめざして、食事の量を半分に減らす

　　②　１か月で１キロ減量をめざして、食べ過ぎをやめ、毎日無理なく体を動かす

　　③　１か月で３キロ減量をめざして、ジョギングと筋トレを毎日行う

　正解は　②　「長続き」が重要です。

　食べ過ぎに気をつけ、こまめな運動を組み合わせてゆっくり減量すれば、内臓脂肪は少しずつ減っていきます。

摂取エネルギーよりも消費エネルギーが上回るよう、機会をみつけて無理なく運動量を増やすのがコツです。

ＨＰでは【毎日無理なくできる効果的な運動】と【宴会でのカロリーセーブ】についても詳しく紹介しています。

　自分のペースで、できることから始めてみませんか！

日立オートモティブシステムズ ( 株 )

看護師　大塚　麻里子
健康だより健康だより健康だより

記載の内容は、 ダイジェスト版です。 詳しくは支部ホームページまで

ディスカバリーディスカバリー
d i s c o v e r yd i s c o v e r y

あつぎ

日新工業 ( 株 )

人見　久夫

海老名市にたたずむ神社 「大谷八幡宮」 を巡って

～ 大谷八幡宮を散策 ～

　無形文化財に指定されている大谷歌舞伎で有名な「大谷八幡宮」に行って来ました。人は誰も居

らず森閑とした境内でした。境内までの階段が結構急できつかったです。上るのは平気でしたが、

降りるのは結構怖いものです。

　「大谷観音堂」へ行く手前の交差点を東に入ると左手に石段があり、その上に境内があります。

本殿は宝暦７年（１７５７年）７月に建立されたものですが、創立は元禄年間です。明治の初め、

京都「男山八幡宮」を勧進し、下大谷の鎮守として再建され、大正４年 (１９１５年）に村社八幡宮となり、昭和６１年３月

に大谷八幡宮と改称されています。

　続きはＨＰでどうぞ！！！

平成２９年度スローガン

　「組織で進める安全管理　みんなで取り組む安全活動　未来へつなげよう安全文化」

特別講演Ⅰ「世界一精工で華麗な日本の花火」

          講師：ファイアート神奈川　代表取締役会長　和田 吉二氏

特別講演Ⅱ「多店舗展開する飲食店の労災対策 ～耐滑性ワークシューズの運用施策～」

　　　　  講師：株式会社あきんどスシロー　総務部労務監察課長　島田 太郎氏

支部からのお知らせ

６月５日（月）全国安全週間県央地区推進大会　（厚木市文化会館小ホール）


