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全国安全週間相模原地区推進大会
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　６月７日（金）今年は相模原市民会館が改修
工事のためあじさい会館において、災害防止連
絡協議会４団体の共催による「全国安全週間相
模原地区推進大会」が382名の出席を得、盛会
に開催されました。
　大会は、災害防止団体連絡協議会近藤会長の
挨拶に始まり、来賓としてご臨席を頂いた相模
原労働基準監督署古川署長、相模原市環境経済
局環境経済総務室内田室長よりご挨拶を頂きま
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６社、功績賞11名と多く
の皆さんが受賞され、労働災害防止への熱心な
取り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は、相模原労働基準監督署
塚田主任監督官よりご説明を頂き、特別講演は、
officeゼロの菊地幸雄代表をお招きし「ヒュー

マンエラー災害をどう防ぐか！」と題して、ご
講演頂きました。
　本大会にご協力を頂いた皆様大変ありがとう
ございます。また、団体賞･功績賞を受賞され
た皆様にはお喜びを申し上げ、益々のご活躍を
ご祈念致します。　　（安全部　村澤 記） 

　弊社は自動車用や建築用の板ガラス製品の製
造・販売を中心に事業を展開しています。当相
模原事業所では同じガラスと言いましても、プ
リンタ、複写機、ファックスなどのＯＡ関連機
器に使用される光学レンズ部材等を生産してい
ます。
　さて、当事業所の労働衛生週間の取り組みに
ついてご紹介させていただきます。事業所の社
員の平均年齢が高くなってきたことも関係して
いるものと思われますが、近年定期健康診断の
結果において、生活習慣病にかかわる所見が増
加傾向にあります。このことから、ここ数年は
社員に自らの健康管理に関心を持ってもらうた
めの取り組みを意識的に含めるようにしてきて
います。今年度予定している主な実施項目は次
の４つです。
１．労働衛生旗の掲揚、スローガン等の掲示
２．産業医による衛生講話
３．事業部門のトップによるパトロール
４．健康サポート講習会
　このうち、産業医による衛生講話については
全員参加のイベントとし、メタボリックシンド
ローム、高脂血症、高血圧などの生活習慣病に
かかわるテーマを中心とした日常生活での健康
管理に役立つ情報を提供することを考えていま

す。また、健康サポート講習会は希望者を対象
に開催します。定期健康診断を委託している医
療機関にお願いし、健康診断結果の傾向も踏ま
えたテーマを設定し、管理栄養士の方に講習を
行って頂く予定です。なお、昨年は「糖尿病予
防の基礎知識」と題して講習を行いましたが、
予想以上に好評を博し、実は自分の健康につい
て社員の関心は案外高いのだと感じました。今
後ともその関心に届くような取り組みを行うよ
うにして行きたいと考えています。
　安全衛生管理活動はとかくマンネリに陥りが
ちですし、こと社員の健康管理については各人
の意識と日頃の取り組みに拠るところが大きい
と言えます。年に１度の全国労働衛生週間をう
まく利用して、社員各人の意識の向上に繋げて
行きたいと考えています。

（総務課　松井　正廣 記）

我が社の労働衛生週間

日本板硝子株式会社相模原事業所
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労働関係法令等説明会
　５月22日(水)、産業会館に於いて労働関係法
令等の説明会を開催致しました。相模原労働基
準監督署より塚田第二方面主任監督官、松本労
災課長のご両人を講師にお招きし、夫々「労働
条件及び労働安全衛生に関する法令等の解説」、
「労災保険の解説及び手続き等」について説明
を頂いた上で、塚田主任には、12次災防計画に
ついても解説をして頂きました。
　10月15日には、「安衛法・労基法に関する届出、
手続きセミナー」を開催致しますので事業場担
当者の参加をお待ちしています。

(総務部　野島　記)

第一種衛生管理者試験準備講習会
　５月30日(木)、31日(金)の２日間、けやき会館
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。今年度の事業計画に追加した新
規の講習会であります。開催にあたりＰＲはし
たものの講習会参加者が少ないのではと心配し
ておりましたが、けやき会館セミナールームに
丁度良い27名が集まりました。講師は、ミドリ
安全顧問の安部健氏にお願い致しました。安部
氏のこの講習会での実績は、全国的であり合格

者必携及び公開された試験問題についての分か
り易い解説に定評があります。限られた時間で
の講習会であった為に若干かけあしとなりまし
たが、急所(ポイント)を的確に解説する様子は、
さすがでありました。受講者の真剣な顔つきが
印象に残る講習会でした。
　今回の受講者が、７月28日の出張試験で全員
合格することを期待しております。

(事務局 記) 

安全管理者選任時研修会
　６月17日(月)、18日(火)の２日間、産業会館に
於いて安全管理者選任時研修会を開催致しまし
た。例年２回/年実施している研修会でありま
す。年々受講者が減少しており不安でありまし
たが、32名の申込みがありました。内、他支部
からの申込み者も８名いました。
　不安と言えば、会場の確保が困難であったこ
と。次に急遽、支部選任トレーナーの都合が付
かず講師不在となってしまったことが挙げられ
ます。会場については、産業会館も展示室しか
確保することが出来ず。机、椅子の出し入れを
事務局がしなければならず大汗搔いたこと。講

師については安全管理者選任時トレーナー教育
を受けた会員が見つからなかったことで、会員
の労働安全・衛生コンサルタントに講師を依頼
しました。それでも資格が不足することから講
習を受講して頂き、労働局に講師登録を致しま
した。急遽、お願いして講師をして頂いた土方
氏に感謝致します。尚、今回受講された方につ
いては会場が適切でなかったことについて陳謝
致します。
　今回、受講された方々が事業所の安全管理者
として活躍されることを期待しております。

(総務部　宗像　記)



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
＊生活習慣病の予防はどうするか
＊高齢化に伴う従業員の健康管理
＊メンタルヘルスケアの進め方

相模原地域産業保健センター
〒252-0303　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
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　職場での腰痛は、相模原労働基準監督署の休
業４日以上の職業性疾病の７割以上を占めてい
ます。腰痛の発生要因は多元的であり、効果的
な予防には、作業管理、作業環境管理、健康管
理と労働衛生教育に取り組む必要があります。
　改訂指針は、「福祉・医療等における介護・
看護作業」全般に適用を拡大しています。また
労働災害防止対策として取り組まれているリス
クアセスメント、労働安全衛生マネジメントシ
ステムが、腰痛予防対策においても効果的であ
ることから指針に明記されました。職場で活用
できるチェックリスト、作業標準の作成例、腰
痛予防のストレッチングなども掲載しています。
１．腰痛の発生要因
　単独の要因だけが関与することはまれで、い

くつかの要因が複合的に関与しています。
　＜動作要因＞
　　重量物の取扱い、人力による人の抱上げ、

長時間の拘束姿勢、不自然な姿勢、急激又は
不用意な動作等

　＜環境要因＞
　　振動、温度、床面、照明、作業空間等
　＜個人的要因＞
　　年齢、性、体格、筋力、既往症等
　＜心理・社会的要因＞
　　過度な疲労、心理的負荷等
２．作業管理
　　自動化・省力化、作業姿勢・動作、実施体

制、作業標準、休憩、作業の組合せ、服装等
３．作業環境管理
　　温度、照明、作業床、作業空間、振動等
４．健康管理
　　健康診断、ストレッチングを主体とする腰

痛予防体操、職場復帰の支援等

５．労働衛生教育
　　腰痛の発生状況及び原因、発生要因の特定

及びリスクの見積り方法、発生要因の低減措
置、腰痛予防体操

６．リスクアセスメント・労働安全衛生マネジ
メントシステム

　　職場での腰痛の発生は多岐にわたる要因が
関わり、これらがどのように関与するかは
個々の職場や労働者によって様々です。対策
をとるには作業ごとに発生要因を特定し、関
与する度合いを評価する必要があり、リスク
アセスメントの実施が有効です。チェックリ
スト等を活用して下さい。

　　また腰痛予防対策は、作業態様とともに変
化していくため、実施状況を記録し継続的に
取り組む必要があります。業務の進め方、人
材や予算の確保など事業実施とも一体となり
ます。労働安全衛生マメジメントシステムは、
事業実施の管理と一体的に、継続的かつ体系
的に安全衛生対策に取り組むことを求めてい
ます。マネジメントシステムの導入で、効率
的・効果的に安全衛生対策に取り組むことが
期待されます。

７．作業態様別の対策（腰痛の発生が比較的多
い５つの作業の要素と対策）

　①重量物取扱い作業
　②立ち作業（製品の組立、サービス業等）
　③座り作業（VDT作業、窓口業務等）
　④福祉・医療分野等における介護・看護作業
　⑤車両運転の作業
　http ://www.mhlw.go . jp/st f/houdou/

youtsuushishin.html

労働基準監督署
からのお知らせ

―「職場における腰痛予防対策指針」が
１９年ぶりに改訂されました―

≪神奈川県で働くすべての方へ≫
意識したことありますか？

○神奈川県最低賃金　→ ８４９円（時間額）
　効 力 発 生 年 月 日　→ 平成24年10月1日
　摘　　　　　　要　→ 県下すべての労働者に

適用されます。
但し、特定（産業別）最低賃金が適用される者は除
かれます。
今年も最低賃金が引き上げられる動きがあります。



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
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　早々に梅雨が明け、暑い日が続いている７月
16日(火)に産業会館に於いて「熱中症予防と対
策について」大塚製薬㈱　ニュートラシューテ
ィカルズ事業部の熱中症予防指導員の資格を持
った友田氏に第12次労働災害防止計画の重点と
する健康確保・職業性疾病対策である熱中症対
策について中災防発行の小パンフレット「健康
な生活で熱中症を防ごう」をベースに講演して
頂きました。予防は勿論、職場等で熱中症が発
生した時の対応についても知識を得ることが
できました。9月に入っても熱中症については、
各事業場での予防の取り組みをお願い致します。
　また、当日は「事例から学ぶ安全衛生」をテ
ーマに環境・安全衛生技術研究所　所長の藤
澤氏を講師に招き、講演をして頂きました。管

安全衛生講習会

理監督者に要求される「安全衛生管理義務12則」
の解説や、安全巡視のポイント。更に、自作の
アドバイスカード（個別作業のルールの見える
化）を全員に配布し、解説して頂きました。講
師曰く、人の行動に起因する危険、不安全行為
を無くす仕掛け作りが必要であり、災害の無い
職場を形成するには管理・監督者がそのための
仕掛け作りを行い、安全な職場へと邁進して欲
しいとのことでした。 　（事務局　記）

労務管理担当者研修会
　７月23日(火)、産業会館に於いて、労務管理
担当者研修会を開催しました。
　第一部は『労働基準関係法令の必須知識と労
働相談事例』と題し、相模原労働基準監督署の
塚田第二方面主任監督官から講演を頂きました。
塚田氏からは、今年前半の労働相談事例の傾向
を踏まえたうえで、労務管理に関する労働基準
法上の留意点についてご説明頂きました。
　第二部では、相模原地域産業保健センター総
括コーディネーターの後藤氏より『管理監督

者・職場リーダーのためのラインケア』と題し、
講演を頂きました。講演では、ラインケアとし
て管理監督者がいつもと違う部下の様子を把握
し早期に対応することの大切さや、職場復帰の
際の実務上の注意点等について、産業保健セン
ターへの相談事例も織り交ぜながら丁寧にご説
明頂きました。
　残念ながら出席者は13名と少数でしたが、実
務的な意義深い研修となりました。今回出席で
きなかった皆様におかれましても是非、次の機
会でのご出席をお待ちしております。
 （労務部　松井　記）

　８月８日（木）、産業会館に於いて衛生推進

者養成講習会を開催致しました。講師は、支部

選任トレーナーの後藤氏にお願い致しました。

当講習会は、安全衛生規則（12条の2）に業種

別安全衛生管理体制に該当する、10人以上50人

未満の事業場で該当する業種に選任義務があり、

衛生管理者養成講習会
その衛生推進者を養成するための講習会であり

ます。今回、40名と多数の方々の受講がありま

した。（市内小中学校の新任教頭先生26名と一

般及び会員事業場14名）

　この暑い時期に何故実施しているのかと疑問

を持つ方もいるかと思いますが、受講生の大

半が新任教頭先生であり市の教職員課と調整し、

小中学校の夏休みの時期に計画をしているから

であります。	 （事務局　記）



平成24年度下半期労働災害統計の結果

平成24年度安全競争結果について

神奈川労務安全衛生大会について
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　私は、この数年山登りを楽しんでいます。き
っかけは、リーマンショックによる減産休業で
週の休みが一日増えた際に、友人に誘われた事
に始まりました。初めての山は、秩父の武甲山
で慣れない私は辛い山登りとなりましたが、他
の登山者と出会う度に自然と交わす挨拶や頂上
に着いた時の何とも言えない達成感を得た事で、
山の不思議な力に魅了されました。登山家の田
部井淳子さんの著書に『山登りは一歩、一歩、
自分が歩いて行かないかぎり絶対に頂上には着
かない。と同時に、どんなにゆっくりでも諦め
ず歩いて行けば必ず頂上に着く事ができるとい
う喜び、満足感は忘れる事ができない。』とあ
りました。実感した私は、その後、妻も誘い富
士山や北アルプス槍ヶ岳などにも登頂し２人で
満足感を得ています。現在私は、製造現場から
安全担当部署に異動し１年半経過しました。ま
だまだ未熟で山ならぬ壁にぶつかる事も多々あ
りますが、会員各事業所の皆様と共に労災ゼロ
の頂を目指して諦める事なく歩みたいと思って
おります。 （安全部　青木　記）

＊会員事業場の皆様より提出頂いた労働災害統
計の集計結果は以下のとおりです。
１．提出率：(全支部中6位)
　　217/390会員数×100＝55.6％
２．度数率：(全支部中12位で最下位)
　　53人/32,689,448ｈ×1,000,000＝1.62
３．強度率：全支部中11位
　　982日/32,689,448ｈ×1,000＝0.0300

　＊新たに入会された事業場を紹介致します。
(事業場移転により他支部から相模原支部へ)
○日本オクラロ㈱　本社・相模原事業所
　<通信用光部品の製造>

１．提出率：53.12％で6位となりました。
　統計委員大澤さん(城山工業)の努力と会員事
業場のご協力により、提出向上度順位が２位と
なり、向上賞を受けることになりました。
２．安全成績は、度数率：1.554で11位、強度率：

0.034で11位と残念な結果となりました。
　＊平成25年度は、12次災防計画がスタートし
ました。支部の提出率向上と同様に安全成績に
おいても成果が上がるよう重点施策の確実な取
り組みを行いたいと思います。

○全国労働衛生週間相模原地区推進大会
　９月６日(金) 相模原市立あじさい会館
○経営首脳者セミナー
　10月11日(金) 相模原市立産業会館
○安衛法・労基法届出、手続き研修会　　　　
　10月15日(火) 相模原市立産業会館
○粉じん作業特別教育
　10月25日(金) 相模原市立産業会館
◎神奈川労務安全衛生大会　
　11月13日(水) 相模女子大学グリーンホール
○衛生管理担当者研修会
　11月22日(金) 相模原市立産業会館
○リスクアセスメント講習会
　11月27日(水) 相模原市立産業会館
●９月27日予定の優良事業場見学会は中止

編　集　後　記

新規加入事業場紹介（5月加入）

当面の事業予定事務局だより

　当面の事業予定にも記載している神奈川大会
は、相模原と厚木が担当支部になります。担当
支部への参加期待数を150名としていますので
多数の参加にご協力願います。祝賀会も開催致
しますので出席をお願い致します。


