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年　頭　に　あ　た　り

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、安寧な新年を
迎えられたこととお慶び申し上げます。
　一昨年の師走総選挙直後に「下げ止まりつつ
ある」状況で始まった昨年の県内景気は、「緩や
かに回復している」と言い切らせるところまで
好転し、県内の有効求人倍率もあと一歩でリー
マンショック前の水準まで戻ろうとしています。
　そんな中で、死亡災害・災害総数ともに５年
間で15％以上減少させることを目標とする第12
次労働災害防止計画がスタートし、景気が良く
なり労働時間が増えると労働災害も増えるとい
う芳しくない経験から、計画初年度の推進に一
抹の不安を抱いておりましたが、皆様の御努力
のお蔭で、速報段階ではありますが、当地区に
おけます昨年１年間の労働災害につきましては、
計画目標の範囲内に止めることができたものと
判断しております。
　順調なスタートとなった計画初年度ではあり
ますが、災害総数の20％以上減少を目標に取り
組んだ前期11次計画において、当地区も県内も
全国も一桁台の減少に止まった結果にも象徴さ
れますとおり、災害の減少速度が年々鈍化する
中で、従来の法令遵守、在来型災害の抑止だけ
では捉えられない域に到達目標が設定されてお
りますので、一歩先のリスクアセスメントの普
及促進こそが安全衛生分野の課題であり、その
実現に向けた皆様の自主的なお取組みに期待し
ております。
　また監督分野でも、労働契約法の周知啓発、
障害者虐待防止法に基づく関係機関との連携強
化等々、監督署の活動領域が年々拡大している
中で、当地区の労働条件全般の底上げを果たす
上で、皆様の御理解と御協力が不可欠と考えて
おりますので、本年も一層の御支援を賜ります
ようお願いいたします。
　最後になりましたが、貴会並びに会員事業場
の益々の御発展と今年一年の皆様の御多幸を祈
念して、新年の御挨拶とさせていただきます。

相模原労働基準監督署

　署長　　
　　古川　律司

神奈川労務安全衛生協会
　相模原支部
　支部長　　
　　近藤章太郎

　明けましておめでとうございます。労安協相
模原支部会員事業場の皆様におかれましては、
穏やかな新年を迎えられたこととお慶び申し上
げます。
　一昨年年末の総選挙を受けた第２次安倍内閣
の発足により、昨年は年明けから株価が上昇し、
続いて日銀の通貨の量的拡大が打ち出されると、
為替相場が円安に転じ、物価もインフレ傾向と
なるなど、デフレ脱却の光が見えてきたとの観
測が多く聞かれました。その後も安倍内閣は景
気回復の流れを確かなものにすべく、大規模な
財政出動と、財源としての消費税率の引き上げ
を決断し、振り返れば日本経済再生に向けて大
きく舵を切った年となりました。
　この経済運営の転換も、業種、財務構造の違
いによって会員事業場に与える影響は様々であ
り、海外製品との価格競争に一息ついて生産が
回復した企業がある一方、エネルギーや原材料
価格の高騰、労働者確保問題に直面した企業も
少なくはなく、いつの時代にあっても企業経営
の苦労はつきない、というのが実感であります。
　全国の労働災害による死亡者数が平成24年に
増加し、大いに心配されていましたが、25年は
前年を1割ほど下回り、第12次労働災害防止計
画は全体として順調にスタートした模様ですが、
業種別に見ると建設業、運輸業で大幅に減少し
たものの、重点業種に掲げられたサービス、そ
の他の業種では引き続き増加しております。
　従来、法律による規制、資格要件等を満たす
ための教育機会の提供が支部事業の中心であり
ましたが、今後は比較的規制の少ない業種に対
しても、リスクアセスメントやＫＹＴ、指差し
呼称など、製造業で先行している自主的かつ実
効のある安全衛生管理手法の普及を図る必要が
あると考えております。
　本年も監督官庁のご指導のもと、会員事業場
の皆様のお役に立てるように努めて参ります。
旧年に引き続いての一層のご理解、ご協力をお
願いし、年頭のご挨拶とさせていただきます。



全国労働衛生週間
相模原地区推進大会

経営首脳者セミナー
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キーワードに、これを中心にもどすというシンプ
ルなイメージを思い浮かべながら行う「これだけ
体操」など、多岐にわたる貴重なお話を伺うこと
ができました。最後に陸上貨物運送事業労働災害
防止協会神奈川県支部鈴木相模原分会長より閉会
の辞で相模原地区推進大会は閉会されました。今
回、（公社）神奈川労務安全衛生協会相模原支部か
ら受賞された団体、個人の方々は以下の通りです。
（敬称略）
≪団体賞≫
◦三菱電機ライフサービス株式会社相模支店
◦荏原工業株式会社
≪功績賞≫
◦花房のり子　　（公社）神奈川労務安全衛生

協会　相模原支部
◦高部　淳一　　㈱サンコーシヤ

　　　相模テクノセンター
◦前川　雅昭　　㈱旭商会
◦山口　桜　　　㈱オハラ
◦繁田　幸一　　羽田タートルサービス㈱

相模原事業所
（衛生部　野崎　記 ）

　10月11日（金）市立産業会館において、会員
事業場の事業運営に携わられている経営首脳者
62名が参加し、経営首脳者セミナーが開催され
ました。セミナーでは近藤支部長をはじめ、労
安協本部渡辺専務理事、労働基準監督署古川署
長、ハローワーク近藤所長によるご挨拶の後、
第一部は神奈川労働局伊津野労働基準部長より
「現場主義　セーフワーク神奈川」と題したご
講演をいただきました。講演は、経営者として
災害防止へ取り組むにあたっての姿勢や人材育
成、コンプライアンス遵守の意識の重要性やリ
スクアセスメントの推進等について、これまで
のご経験をふまえたものであり、分かりやすい
内容でした。
　続いて、第二部は相模原市保健所中央保健セ
ンターの小林氏より「50代から始めるセカンド
ライフ準備セミナー」と題する体験型講演会を
実施いただきました。講演会では、まず、出席

者全員が自分の血管年齢と体組成の測定を実施
した上で、講演では①年齢が進むにつれ、体・
環境などに様々な変化があるので、退職後の生
活設計を今から考えておくこと②健康でなくな
ることはお金がかかるという視点からも健康管
理は大変重要であること③健康診断の結果・各
検査項目の値をよく見て健康管理に気を付ける
こと④退職後の運動と食事に注意した健康管理
をすること等の内容となり、参加者にとっては
耳に痛いものではありましたが、今後の人生を
送るにあたっての健康管理の意識付けをあらた
めて図ることができました。（総務部　宗像　記）

　第64回全国労働衛生週間
（ 準 備 月 間 ９ 月 １ 日 ～ 30
日、 本 週 間10月 １ 日 ～ ７
日）スローガン『健康管理
　進める　広げる　職場か
ら』に向けた、相模原地区

推進大会が去る９月６日（金）相模原市立あじさ
い会館に於いて開催されました。今年も311名と多
くの方々に参加頂き、各企業の労働衛生に対する
関心の高さが反映された大会となりました。大会
は、日本ボイラー協会神奈川支部相模原地区会鈴
木地区会長の開会の辞に始まり、相模原労働災害
防止団体連絡協議会近藤会長ならびに相模原労働
基準監督署古川署長のご挨拶、さらに来賓の相模
原市環境経済局環境経済総務室内田室長、神奈川
県医師会産業医部会黒沢相模原支部長よりご祝辞
を頂きました。引き続き相模原労働災害防止団体
連絡協議会会長賞の表彰式が行われ、各団体より
推薦された９事業場に団体賞、８名の方に功績賞
が近藤会長より贈られました。受賞された方々に
は謹んでお祝い申し上げます。続いて、相模原労
働基準監督署塚田第二方面主任監督官より、全国
労働衛生週間実施要綱についての説明がされまし
た。特別講演では、関東労災病院勤労者 筋·骨格
系疾患研究センター長　松平浩先生より『21世紀
の腰痛対策～秘訣は“これだけ体操”と“ストレ
ス対策”』と題して、ご講演頂きました。講演内容は、
ストレスと腰痛の関係や、安静は、腰痛の慢性化
につながるということや、「どうすれば予防できる
か」といった疑問にも、椎間板の中にある髄核を



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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神奈川県最低賃金が平成25年10月20日から
１時間868円に改正されました

　神奈川県内の事業場で雇用されるすべての産業の労働者に適用されます。
　パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者にも適用されます。
　派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。
●次の賃金は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
　⑴　精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
　⑵　臨時に支払われる賃金
　⑶　１か月を超える期間ごとに支払われる賃金
　⑷　時間外、休日労働に対する割増賃金、深夜割増賃金

※これら６つの業種については、今年度の金額改正がなされるまでは、神奈川県最低賃金868円が適用されます。

　平成25年度については、特定最低賃金の改正が12月までになされていません。平成26年1月以降、特定最低賃金
が改正された場合、改正後の最低賃金額を確認して下さい。

●特定（産業別）最低賃金適用除外者 （次のいずれかに該当する者は上記地域別最低賃金が適用されます）
　⑴　18歳未満又は65歳以上の者
　⑵　雇い入れ後6か月未満（ただし、自動車小売業については3か月未満）の者であって技能習得中のもの
　⑶　清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
　⑷　非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報

通信機械器具製造業最低賃金については⑴⑵⑶に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外され
ます。
イ　手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、 選別、検査

等の業務
　⑸　塗料製造業最低賃金については、⑴⑵に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外されます。
　　イ　清掃、片付けの業務
　　ロ　ラベルはりの業務

ハ　手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包
又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務

　なお、当該産業において、管理、補助的経済産業を行う事業所又は純粋特殊会社（管理する全子会社を通じての
主要な経済活動が当該産業に分類されるものに限る。）を含みます。

最低賃金の件名
最低賃金額

効力発生年月日
１時間

神奈川県最低賃金 868　円 平成25年10月20日

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

塗料製造業 877　円 平成25年3月1日
鉄鋼業

868　円 ※下記参照

非鉄金属製品製造業
ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、
建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
自動車小売業



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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相模原労働基準監督署から

　粉じんの発生する環境で仕事をしている方が、
長い年月にわたって多量に粉じんを吸い込むこ
とで、肺の組織が線維化し、硬くなって弾力性
を失ってしまう病気をじん肺といいます。いっ
たんじん肺にかかると正常な肺には戻らず、粉
じん作業をやめた後も病気は進行します。じん
肺については、現在、治療の方法がありません。
粉じんの発生源対策、局所排気装置等の適正な
稼働、呼吸用保護具の適正な着用などにより、
粉じんへのばく露防止対策を徹底することが重
要です。
①　屋外での作業を含め、アーク溶接作業と岩

石等の裁断等作業に従事する労働者は、有効
な呼吸用保護具の着用が必要です。

②　金属等の研磨作業について、引き続き局所
排気装置の設置と適正な稼働並びに検査を実
施して下さい。

③　ずい道等建設工事においては、粉じん対策
に関するガイドラインがあります。換気装置
による換気の実施、粉じん濃度測定、一部の

　去る10月15日（火）相模原市立産業会館に於
いて『労務・安全衛生・労働保険』の各種報告、
届出、申請講座を相模原労働基準監督署第二方
面　塚田主任監督官、多和田労災認定調査官を
講師にお招きし開催しました。
　本講座は当支部、年度事業として毎年開催し
ていた『労働基準基礎講座』に代わり、新たに
スタートしたもので、神奈川労働局発行の『労

作業においては電動ファン付き呼吸用保護具
を使用して下さい。

④　離職する方に健康管理手帳について知らせ
て下さい。じん肺管理区分２又は３の方は、
離職後、都道府県労働局に申請することによ
り健康管理手帳が交付されます。

⑤　じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施
して下さい。

働条件整備ポイント』『神奈川労働行政のあら
まし』『事業場における安全衛生管理体制のあ
らまし』『労働保険と労災保険のあらまし』な
ど最新版の資料を使用し、神奈川労務安全衛生
協会本部発行の『各種報告・届出・申請マニュ
アル』に沿い学ぶ内容となっております。当
日は、台風接近により悪天候ではありましたが、
各事業場より参加された労務管理担当者、安全
衛生管理担当者の方々から質疑もされ大変有意
義な講座となりました。

　（安全部　青木　記）

各種報告、届出、申請講座
（労基法、安衛法、労災保険）

　神奈川労働局では、第12次労働災害防止推進
計画の災害防止目標の達成のため、平成25年11
月１日から12月31日までの間、下記について注
意を促し労働災害防止活動を推進しました。
①　墜落・転落災害、崩壊・倒壊災害の対策の

点検と改善
②　作業開始前の安全対策を点検と打ち合わせ

の中で確認
③　はさまれ・巻き込まれ、切れ・こすれ等の

機械災害防止のための設備の点検と見直し
④　高年齢労働者に対する設備・教育について

点検と改善
⑤　労働者の経験に応じた安全衛生教育の実施

と危険有害性の「見える化」の促進
本年も引き続き、労働災害の防止に向けた取組
をお願いいたします。

～労働災害防止目標の達成に向けた
緊急の取組が行われました～

～第８次　粉じん障害防止総合対策（平成25
年度～平成29年度）を策定しました～



神奈川労務安全衛生大会開催
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　近畿地方のほぼ中央に位置し、行政・経済・
文化・交通の中心で、食と芸能のユーモアあふ
れる水都大阪にて第72回全国産業安全衛生大会
が10月30日～ 11月１日の３日間、開催されま
した。大会初日に大阪城ホールで行われた総合
集会では、大阪府警察音楽隊のアトラクション
の後、第１部として開会式・表彰式・大会宣言
が行われました。
　第２部では、厚生労働省労働基準局の半田安
全衛生部長より『労働安全衛生行政の動向』に
ついて御講演があり、続いて建築家・東京大学
名誉教授の安藤忠雄さんによる『夢かけて走れ』
と題して特別講演が行われ、全国より会場に集
まった労働安全衛生関係者が熱心に耳を傾けま
した。
　２日目、３日目は労働災害防止に関連するテ
ーマ毎に、周辺８会場に分かれて11の分科会並
びに緑十字展2013も同時開催され、全国各地の
事業場の改善事例や研究発表をはじめ、各界の
専門家による講演、シンポジウムなど多彩なプ
ログラムが用意され、当支部から参加された安

全衛生関係者の方々も興味ある分科会会場に足
を運び聴講されました。
　その中でも２日目、大阪アカデミアホールの
機械・設備等の安全分科会に於いて、支部会員
事業場のＫＹＢ（株）相模工場・佐藤哲男さん
が『設備本質安全推進及び従業員の安全意識高
揚を目指して』をテーマに研究発表されたのを
聴講して、支部の一員として誇らしく感慨深い
ものがありました。本大会で学んだ全国レベル
の研究発表・講演は会員各事業場の安全衛生管
理水準の向上並びに当支部活動の活性化に繋が
るものと思います。　

　（安全部　青木　記）

　平成25年度「神奈川労務安全衛生大会」が、
相模原・厚木両支部の運営により11月13日(水) 
相模大野の相模女子大学グリーンホールで開催
されました。
◆第一部　表彰式
　開会に先立ち、労働災害で殉職された方々に
哀悼の意を表すため、全員で黙祷を捧げました。
　協会副会長による開会の辞の後、協会会長よ
り労務安全衛生功労賞の表彰が行われれ、受賞
者50名の代表として相模原支部の内山氏が表彰
を受けました。続いて、神奈川労働局伊津野労
働基準部長をはじめ来賓の方々からご祝辞をい
ただき、相模原支部の近藤支部長が大会宣言を
読み上げ、参加者全員の拍手で確認されて第一
部は閉会となりました。
◆第二部　特別講演
　「命と向き合う　必ずその時はやってくる

～老いと日本人とがんのひみつ～」
　東京大学医学部放射線医学教室　准教授
　〃付属病院緩和ケア診療部長　中川恵一氏
　日本人男性の60％、女性45％が罹患し、その
3人に1人が死亡しているのが‘がん’である。
先進国のなかで日本だけが唯一右肩上がりに増
え続けているのは、がん健診を受けるという体
制の遅れにあるそうです。がん細胞は1ｃｍに

なるのに15年から20年かかるが、10ｃｍになる
のは５年程度だそうである。この時期にいかに
早く発見するかが重要である。がん健診を定期
的に受診する重要性を痛感した大変有意義で興
味深い講演でした。

【相模原支部功労賞受賞者】（写真左から)
・野崎 良一氏 ㈱ニコン相模原製作所　
・石塚 俊之氏 ㈱三越伊勢丹伊勢丹相模原店
・内山 昌彦氏 住友スリ－エム㈱相模原事業所
・木村 智史氏 芦穂崎工業㈱
更に、支部別安全競争で当支部は向上賞となり、
受賞に貢献のあった城山工業㈱大澤 康郎氏 に
授与して頂きました。
会員事業所より多数の参加を頂いたことも含め、
開催支部としての責務を果たすことができまし
た。ご協力ありがとうございました。

　　　　　　　　　（総務部　岡田　記）

全国産業安全衛生大会
〈大阪会場〉
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　11月27日(水)、市立産業会館３階大研修室に
於いてリスクアセスメント講習会を開催致しま
した。 

トを抱き合わせることによる取り組みはより一
層労働災害を減少させ、重篤な災害をも防止で
きるものと思います。
　そこで、支部の事業としてリスクアセスメン
ト普及のために毎年講習会を実施しています。
監督署からも受講勧奨文を頂き会員事業場に御
案内しております。
　ただ、年々受講者数が減少してきているのが
気になります。中小事業場に於いても事業場内
で実施され日常の安全活動として浸透していれ
ば嬉しく思うのですが。
　講習会は、支部の役員事業場で実際にリスク
アセスメントを実施しているＲＳＴトレーナに
講師をお願いしています。勿論狙いは、受講者
が事業場でリスクアセスメントに関わり実践す
ることであります。今回は受講者からの質問も
沢山あり受講者の積極性が感じとれる講習会で
した。講習内容は、１／３が座学で２／３がグ
ループでの演習を行っています。演習成果は発
表を行い良い点と悪い点を指摘し、気づきへと
導いています。興味のある方、必要に迫られて
いる方の次回の申込みをお待ちしています。

（安全部　村澤　記）

　10月24日(木)、市立けやき会館に於いて粉じ
ん作業特別教育講習会を開催致しました。
　粉じんによる疾病である｢じん肺｣の発症及び
進行を防止するため、労働安全衛生法及び粉
じん障害防止規則により作業管理・作業環境管
理・健康管理が事業者に義務付けられています。
特定粉じん作業に従事させる労働者に対しては、
粉じん障害防止規則第22条に基づく『粉じん作

業特別教育』を実施する必要があり当支部では、
事業者に代りこの徹底を図るため上記講習会を
毎年実施しています。
　尚、「じん肺」は発症すると治癒しないため、
粉じん作業に従事する受講者に対し特に防じん
マスクの重要性、使用方法について教育してお
ります。
　講師は、作業環境測定士である菱重エステー
ト㈱相模原支社の当支部選任講師である竹内氏
にお願いし、受講者は32名でした。

（労務部　林　記）

粉じん作業特別教育講習会

止計画は順調にスタートを切ったと述べられて
いますが、景気が良くなり労働時間が増えると
労働災害も増えるという芳しくない経験から不
安を抱いている様子でしたが、昨年一年間の速
報段階では計画目標の範囲内に留まっていると
のことです。
　しかしながら労働災害は、減少傾向が鈍化し
ているのも事実ですし、サービス産業やその他
の業種で災害が増加しているのも事実です。建
設業や製造業で法令順守、危険予知、指差し呼
称等の先取りの安全活動が功を奏し、ヒューマ
ンエラーが原因となる災害が減少したことを考
え合わせるとそれらの活動とリスクアセスメン

　支部長
及び相模
原労働基
準監督署
の古川署
長も年頭
の挨拶で
第12次労
働災害防



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
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◎安全祈願祭・賀詞交歓会
　１月15日　　　　大山阿夫利神社
　　　　　　　　　三菱重工相模クラブ
◎安全衛生推進者養成講習
　１月29日・30日　相模原市立産業会館
◎職長教育講習会
　２月６日・７日　相模原　市民会館
◎安全管理者選任時研修
　２月12日・13日　相模原　市民会館

　明けましておめでとうございます。
　ある統計によると、創業50年を迎える企業は
５%、同様に100年を迎える企業は0.5%と言わ
れております。その0.5%の企業に宝塚歌劇団が
あります。宝塚歌劇団は、1914年に誕生し、本
年で100周年を迎えました。振り返ると私が宝
塚歌劇団を初めて見たのは1978年、相模原市民
会館での公演でした。無料で頂いたチケットを
握り、最後列の席で感激していたことを思い出
します。華やかな衣装とダンス更に、お芝居と
すっかり魅了され、以来本拠地宝塚市の大劇場、
日比谷の宝塚劇場はもとより、名古屋、博多と
追っかけをしました。
　過去に２度あったニューヨーク・ブロードウ
エイ公演では、プラチナチケットの獲得に全精
力を注いだことも良き思い出となりました。私
の観劇歴の中で、ニューヨーク公演を２度も制
覇したのは自慢であり、ファン歴の頂点でした。
大好きな男役トップさんが退団すると共に観劇
回数は減りましたが、それでも宝塚通いは続け
ており４分の１世紀になります。
　100周年と言えば、産業安全運動の創始年は
1912年(大正元年)であり今年で102年を迎えまし
た。先駆者たちの積極的な取り組みにより始ま
った我が国の安全運動は、長年の努力や関係法
令の整備と共に発展し、労働災害は減少傾向と
なっていますが、近年ではメンタルヘルス、安
全衛生のグローバル化等新たな課題も発生して
おります。私達はこの102年を単に、ひとつの
節目とするのではなく安全衛生を強く意識した
活動を続けるべきと考えます。
　次なる100年に向かって“継続は・・・・なり”。

（衛生部　二瓶 記）

表紙　　

九州へ向かう飛行機より

撮影　小倉

　新年あけましておめでとうございます。
御家族お揃いで希望に満ち溢れた新年を迎えら
れたこととお喜び申し上げます。
　私ごとで恐縮ですが早いもので支部に派遣さ
れ２年になりました。その間、会員事業場の方々
には大変お世話になりました。しかし、景気の
回復が思うように進まない中、支部においても
会員事業場数の減少、各講習会の受講者数の減
少は昨年も同様の傾向にあり、平成25年度は支
部財政の収支の改善に取り組む必要がありまし
た。新規事業の開拓による事業収入増及び事業
費・管理費の３ム(ムリ・ムラ・ムダ)を見直し
支部運営を行った収支効果が出てきています。
　さて、会員事業場間の連携のため事業場PR
にこの会報を活用したいと昨年の１月号で展開
致しましたが。別冊、事業場ＰＲ誌の申込みが
各号２社程度でありもっと拡大するよう検討頂
ければと思います。また、会員事業場管理シス
テムがリニューアルされ、郵送物を極力Eメー
ル配信にしたいとお願い致しましたが、メール
アドレスを登録されていない事業場が半数以上
あり、メールアドレスを支部に登録して頂きた
く宜しくお願い致します。
　最後に、支部の皆様のご健勝と会員事業場の
益々の発展を祈念致します。事務局一同、より
一層努力致しますので皆様の御協力を宜しくお
願い致します。

当面の事業予定

編　集　後　記事務局だより


