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第６７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

「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」

　日頃から労働基準行政の推
進に御協力いただき誠にあり
がとうございます。全国労働
衛生週間を迎えるにあたり、神奈川県下におけ
る労働衛生の現状について簡単にご説明申し上
げます。
　職業性疾病の発生件数は長期的には減少傾向
にありますが、過去５年間では、熱中症や化学
物質との接触による死亡災害、一酸化炭素など
による重大災害も発生しております。平成27年
の職業性疾病による死亡者は５名であり、酸欠
症により１名の方が、脳・心臓疾患によって４
名の方が亡くなられています。
　全国的には、印刷会社における胆管がん、化
学工場におけるオルトトルイジンによる膀胱が
ん発症の問題が生じ、化学物質取扱業務に係る
労働衛生管理の徹底の重要さを改めて認識させ
られたところです。
　また、厚生労働省が実施した調査結果による
と、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、
ストレスを感じる労働者は半数以上におよび、
精神障害の労災認定件数は、年々増加していま
す。脳・心臓疾患及び精神障害における労災請

求件数も高水準で推移しています。
　こうした状況に対応するため、先般、労働安
全衛生法の改正により、化学物質管理のあり方
の見直しやストレスチェック制度が創設された
ところです。
　安倍内閣が、改めて「最大のチャレンジ」と
位置付けた働き方改革においては、「長時間労
働の是正」など、働きやすい環境整備が求めら
れております。労働基準監督署においては、引
き続き、長時間労働による健康障害の防止に取
り組んでいるところです。　　
　また、９月は「職場の健康診断実施強化月間」
でもあります。閣議決定された「日本再興戦
略」ロードマップにおいて、「健診受診率の向上」
が目標として掲げられております。
　事業者による健康診断と健康診断実施後の事
後措置等の徹底、健診結果の保存、健診実施後
の保健指導につきまして今一度、ご確認いただ
くとともに、50人以上規模の事業場の皆様にお
かれましては、ストレスチェックの本年11月末
までの確実な実施をお願いいたします。　
　皆様もこの労働衛生週間をきっかけとして、
それぞれの職場で、労働衛生管理の重要性につ
いての認識をさらに深めていただくとともに、
自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図り、
労使一体となって、健康職場の実現を図ってい
ただくようお願いいたします。

平成28年度全国労働衛生週間を迎えるにあたって

相模原労働基準監督署　
署長　河野　治子
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(本週間2016年10月1日～ 7日・準備期間 2016年
9月1日～ 30日)
　９月２日(金)369名の参加者を迎え相模原地
区推進大会を市民会館ホールにて盛大に開催致
しました。
　大会は、日本ボイラ協会神奈川支部相模原地
区会、平川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、馬上会長の主
催者挨拶。来賓のご挨拶は相模原労働基準監督
署、河野署長。相模原市環境経済局経済部雇用
政策課、関課長。神奈川県医師会産業医部会相
模原支部、竹村支部長よりご祝辞を頂きました。

　続いて、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ました。
各災害防止団体から推薦された優秀団体賞は13
事業場、功績賞個人が５名でした。神奈川労務
安全衛生協会相模原支部の受賞団体及び個人は
末筆に掲載の通りです。受賞された方々につい
ては謹んでお祝い申し上げます。
　次に相模原労働基準監督署安全衛生課 桐山
課長より全国労働衛生週間実施要項についての
説明を頂きました。
　特別講演は、『大規模災害時に貴方の会社は
生き残れますか？』をテーマに企業内（スリー
エムジャパン）で実施している取り組みを基に
講演をして頂きました。講師はスリーエムジャ
パン相模原事業所安全衛生製品事業部学術部部
長の國谷様と同事業所健康管理室の田中様のお
二人にお願いしました。
　講演内容は、まず相模原事業場周辺でのハザ
ードとリスクの例（富士山、箱根の火山噴火）、
(近辺の活断層直下型地震)。企業によっては
ＢＣＰ(事業継続計画)を作成し、１回/年訓練し
ている事業場もあるようですが災害想定は大抵、
地震を想定しているようです。しかし、災害想
定時の基本事項として対応すべき災害が多種多
様であることに気付かされました。地震、
台風、竜巻、火山、津波、原子力災害、新感染症、
ＰＭ2.5、テロ等々。しかも、被災後に健康障
害をもたらすこと。ところで、私たちが自然災

平成２８年度全国労働衛生週間
相模原地区推進大会

『受賞者の紹介』
神奈川労務安全衛生協会相模原支部で受賞され
た団体・個人は次の通りです。（敬称略） 
≪団体≫
 ･ 富士見産業(株)相模原支店
≪個人≫
 ･ 濱口　優治　　日本電気㈱ 相模原事業場 
 ･ 田中　圭子　　ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 相模原事業所
 ･ 平光　誠治　　峡の原工業団地協同組合事務局
 ･ 翁　　大地　　日本山村硝子㈱ 東京工場

（総務部会　編集委員　高岩　記）

害で孤立する時間ってどれぐらいだと思います
か、3.11宮城県緊急援助隊の到着時間は、14時
間24分後だったそうです。大災害時にあっては、
誰もが直ぐには救助してもらえないので近隣住
民の連携が重要であり企業にあっては、一般社
員による災害時の即応チームによる救護・救助
班の編成が必要だとのお話がありました。同
社では、ＥＲＴ（Emergency Response Team)
としてトレーニングしているそうです。因みに、
救助・救護班の選任あたっては、経験や資格等
能力可視化リストによって選任するそうですが
血液や傷に弱い人は向いていないので訓練で写
真や特殊メイクを見せて、苦手な人は後方支援
にまわるそうです。誌面の都合で紹介しきれま
せんが最後にイノベーション・コースト構想の
お話と連携により相模原地区を日本一の防災地
区にしたい！との力強い言葉で結ばれ参加者の
盛大な拍手の内に講演は終了致しました。
　閉会の辞は、神奈川県社会保険労務士会相模
原支部 田野倉支部長の挨拶で終了致しました。
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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
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.sagamiharahp.com　E-mail : postmaster@sagamiharahp.com

　当事業所は、相模原市南区に８棟の倉庫を構え自動車
部品専用の物流基地として、1972年に開業し、今年44年
目を迎えました。
　事業所名称の「部品」とは、車両が完成したあとに取
り付けるオプション部品や、消耗・劣化により交換する
定期交換部品、及び修理用部品を指しています。
　当事業所の安全衛生管理基本方針は、「ゼロ災全員活
動推進により、一人ひとりの身体・生命の安全、および
健康の増進を最優先する事業所文化を築く」としていま
す。当事業所内で働く、協力会社を含めた約1300名が健
康で出勤し、一日汗を流し、健全な状態で帰宅する毎日
を継続したいという願いを掲げたものです。
　当事業所の労働衛生活動の取り組みですが、従業員の
健康づくりとして、メンタルヘルスとフィジカルを活動
項目に掲げ取り組んでいます。具体的には、メンタルヘ
ルスでは、法改正に伴うナビチェック、及びマネジメン
ト・セルフケア研修を計画しています。フィジカルでは、
１）健康増進活動は、がん予防活動及び生活習慣病予防
活動、２）受動喫煙の防止では、社内禁煙に向けた取り
組みです。
　特徴は、生活習慣予防活動で、一つはメタボリック該
当者との定期健診前３ヶ月に看護師との面談及び個々人
への運動プログラムの提案による健康増進、二つ目に３
回/年の運動セミナーです。従業員が興味を持ち参加し
やすいプログラムをと計画したのが、
１）格闘技系プログラムのグループファイト、２）全身
を使ったアディダス　ジム＆ラン30、３）ヨガの３アイ
テムです。
スポーツクラブで人気の高いレッスンプログラムを多く
の従業員の方々に体験していただくことで、事業所全体
の健康意識、及び運動意識のボトムアップを図り、生活
習慣病予防を推進していきます。例年以上に参加予約が
多く健康増進の一助になるものと期待しています。
　さて、当事業所の全国労働衛生週間の、準備期間及び
本週間の取り組みは、
①メンタルヘルス活動の充実
　・ナビチェック報告会（メンタルチェック）
②産業医による健康セミナー開催
　・スロージョギング健康講演会
③登録原材料の見直し
　・化学物質リスクアセスメント対応
④安全パトロールでの重点確認
　・保護具の管理、更衣室の衛生状況

以上の４項目です。
特に、産業医による健康セミナーは、運動の効果的なア
イテムとして、スロージョギングの良さを体感してもら
い自身の健康増進に活かしてもらう。また、職場の代表
者に参加してもらうことで各職場内への周知・普及を図
ることを目的にしています。体感については、産業医と
外部の専門機関のコラボにより、運動効果、運動の習慣
化を、解りやすく、楽に楽しく運動を実践しました。以
上を主な取り組みとして実施しました。
　今後につきましては、我が社の全社安全衛生管理基本
方針に掲げている共通の価値観「働く仲間の安全と健康
は全てに優先する」と基本方針に含まれている職場環境
の最適化、心身にわたる健康増進を積極的に進め、災害
や疾病の無い明るく活気ある職場作りを積極的に推進し
ていきます。

（総務部会　編集委員　川瀬　記）

我が社の労働衛生週間
日産自動車（株）相模原部品センター
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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
※　メンタルヘルス不調者への相談
※　長時間労働者に対する面接指導
※　社員の健康管理に関する相談

相模原地域産業保健センター
〒252-0131　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

○対策の進め方
　事業者は「事業者及び事業場の実情に応じ適
切な措置」をとるよう努めることとされていま
す。（労働安全衛生法第68条の2）
１現状把握と分析
現状把握で収集する情報の例

①特に配慮すべき労働者の有無（妊娠して
いる人、呼吸器・循環器に疾患のある人、
未成年者）

②職場の空気環境の測定結果
③事業場の施設の状況（事業場は賃借か、

消防法や建築基準法などの他の法令に
よる規制）

④労働者や顧客の受動喫煙防止に対する
理解度、意見・要望

⑤労働者や顧客の喫煙状況
２具体的な対策の決定
　上記１の結果をふまえて、「実施可能」な
「最も効果的なもの」を決定します。
　対策の決定にあたっては、衛生委員会（安
全衛生委員会）で調整・審議します。

①施設設備（ハード面）の対策（例）
・施設内全面禁煙
・屋内全面禁煙（屋外喫煙所）
・空間分煙（喫煙室）
・十分な換気（飲食店など）

②計画や教育など（ソフト面）の対策（例）
・担当部署の決定
・推進計画の策定
・教育・啓発・指導
・周知・掲示

３対策の実施・点検・見直し
　「事業者及び事業場の実情」は時間ととも
に変化するので、必要に応じて対策の内容を
見直します。
　事業場内に喫煙可能な区域（喫煙室等）が
ある場合は、定期的に空気環境の測定を行う。
　空気環境の目安
・浮遊粉じん濃度：0.15㎎/㎥以下
・一酸化炭素濃度：10ppm以下
・喫煙室に向かう気流：0.2ｍ/秒以上
（煙の漏れ防止のために必要な気流）

　労働安全衛生法の改正により昨年6月1日から
職場の受動喫煙防止対策が事業者の努力義務と
なりました。
○受動喫煙について
１受動喫煙とは
　受動喫煙とは、室内又はこれに準ずる環境
において、他人のたばこの煙を吸わされるこ
とをいいます。
２受動喫煙の害
（１）副流煙

　たばこの煙については、喫煙者が吸い込
む煙を「主流煙」、たばこの先から出る煙
を「副流煙」といい、副流煙には、発がん
性のある化学物質ベンゾピレン、ニトロソ
アミン等も含まれるとされており、主流煙
よりもニコチンで2.8倍、タール3.4倍、一
酸化炭素4.7倍多いといわれています。
　また、空気清浄器で副流煙の粒子成分は
除去することはできますが、副流煙の96.7％
を構成するといわれるガス成分（一酸化炭
素、ニコチン、アセトアルデヒド、窒素酸
化物、アンモニア、ホルムアルデヒド、ダ
イオキシン等）は除去することができません。

（２）受動喫煙によって引き起こされる害
　肺がん、急性心筋梗塞などの虚血性心疾
患、乳幼児突然死症候群、子供の呼吸器感
染症や喘息発作の誘発などがあるといわ
れています。

（３）受動喫煙による死亡者数の推計
　厚生労働省の「今後のたばこの対策の
推進に関する研究」（平成22年）によると、
受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患の
死亡者数は、年間6800人。そのうち職場で
の受動喫煙が原因とみられるのは約3600
人であるとの研究結果があります。

労働基準監督署
からのお知らせ

職場の受動喫煙防止対策
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※対策の実施方法や測定方法の例は、平成27年
5月15日付け基発0515第1号通達に記載されて
います。安全衛生情報センター（中央労働災
害防止協会）http://jaish.gr.jp/ 法令・通達(
検索)で確認できます。

○支援事業
　厚生労働省では受動喫煙対策に係る支援を
行っています。
１受動喫煙対策助成金
　屋外喫煙所や喫煙室などの設置にかかる費
用の一部を助成しています。
・対象事業主：中小企業事業主（全業種）
・助成率：1/2（上限200万円）
・問合先：神奈川労働局　労働基準部

　　　　　　　　健康課　電話045-211-7353
２受動喫煙対策の技術的な相談（電話、実地）、
周知啓発のための説明会の開催、講師派遣

・対象事業主：全事業主（全業種・規模）
・費用：無料　
・問合先（事業委託先）：日本労働安全衛生

コンサルタント会　電話 050-3537-0777
３空気環境の測定機器（粉じん計、風速計、
一酸化炭素計、臭気計）の貸出

・対象事業主：全事業主（全業種・規模）
・問合先（事業委託先）：柴田科学（株）

電話 03-3635-5111（Fax 050-3730-9375）

　がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの
治療が必要な疾病を抱える労働者に対して、事
業場において適切な就業上の措置や治療に対す
る配慮が行われるよう、事業場における取組に
ついてガイドラインとしてまとめられました。
１背景と現状
　「国民生活基礎調査」に基づく推計による
と、仕事を持ちながら、がんで通院している
人の数は、32.5万人に上っています。
　さらに、労働安全衛生法に基づく一般健康
診断において、脳・心臓疾患につながるリス
クのある血液や血中脂質などにおける有所見

率は、年々増加を続けており、平成26年は53
％に上るなど、疾病のリスクを抱える労働者
は増える傾向にあります。
　また、労働者の高齢化が進むことが見込ま
れる中で、事業場において疾病を抱えた労働
者の治療と職業生活の両面への対応が必要と
なる場面はさらに増えることが予想されてい
ます。
　一方では、「仕事（学業）のため忙しいから」
という理由で糖尿病患者の約8％が通院を中
断しているという背景があります。
２治療と職業生活の両立支援の進め方

①労働者から事業者への申出
・労働者から主治医に対して、文書により

自らの業務内容等を提供
・症状、就業の可否、就業上の措置、配慮

事項を記載した書面を主治医が作成
・主治医が作成した書面を労働者から事業

者に提出
②事業者による産業医からの意見聴取
　労働者から提出された書面（症状等の情
報を記載した様式）を産業医等に提供し、
就業上の措置、治療に対する職場での配慮
に関する意見を聴取する。
③事業者が就業上の措置等を決定、実施
　事業者は主治医、産業医等の意見を勘案
し、労働者の意見も聴取した上で、就業の
可否、就業上の措置（作業の転換等）、治
療に対する配慮（通院時間の確保等）の内
容を決定、実施する。（両立支援プランの
作成）
　上記①の様式：勤務情報を主治医に提供
する際の様式（例）、上記②の様式：治療
の状況や就業継続の可否等について主治
医の意見を求める際の様式（例）、上記③
の様式：両立支援プランの作成例等の内容
の詳細については、
厚生労働省のホームページ
h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f /
houdou/000011365.html　をご確認くださ
い。

職場における治療と職業生活の
両立支援のためのガイドライン

見なおしましょう身近な環境
◎作業環境測定　◎排ガス測定
◎水質・大気・騒音・振動・臭気測定
◎土壌調査・浄化工事
◎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　環2003－1－552
建築物空気環境測定事業登録　神奈川県５空第５号

〒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.rjfp.co.jp

「一層幅広いお客様のニーズにお応えするため、三菱重工グループ会社8社が統合しました。詳細はホームページをご覧ください。」
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当面の事業予定

編　集　後　記

☆平成28年７月１日
三菱重工エンジン＆ターボチャージャ㈱
〒252-5293 相模原市中央区田名3000番地
（三菱重工㈱からの分社で1,500人規模）
主な事業内容：電気機械器具製造業

☆平成28年８月１日
㈱ケイ・エス・アイ
〒252-0244 相模原市中央区田名3892-2
主な事業内容：
 ・内燃力発電設備製造販売据付保守管理
 ・各種防音対策、各種配管、各種建設工事

☆平成28年８月５日
ダイドードリンコ㈱首都圏第一営業部
　　　　　　　　　　　　　大和オフィス
〒252-0324 相模原市南区相武台3-18-20
主な事業内容：飲料販売

☆平成28年８月23日
㈱相模神奈交バス相模原営業所
〒252-0131 相模原市緑区西橋本4-11-1
主な事業内容：一般乗合旅客自動車運送事業

☆平成28年８月23日
㈱ビルドアート
〒252-0321 相模原市南区相模台1-8-16
　　　　　　　ビルドアート相模台ビル
主な事業内容：注文住宅の設計、施工

以上、５事業場の新規入会ありがとうございま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

☆経営首脳者セミナー
　10月６日(木) 14:00 ～ 会場：市民会館
　　　　　　　　　　　　　　　第１大会議室
　終了後情報交歓会、同所けやき会館 16:50 ～
☆第２回ＫＹＴリーダー養成研修会
　10月14日(金) 9:00 ～ 会場：支部会議室
☆第１回粉じん作業特別教育
　10月25日(火) 9:30 ～ 会場：市民会館
　　　　　　　　　　　　　　　第２大会議室

☆第２回粉じん作業特別教育
　11月18日(金) 9:00 ～ 会場：支部会議室
☆第１回リスクアセスメント講習会
　11月25日(金) 9:00 ～ 会場：支部会議室　
☆第２回リスクアセスメント講習会
　12月7日(水) 9:00 ～ 会場：支部会議室
◎50周年記念神奈川労務安全衛生大会
　11月15日(火) 14:00 ～ 16:45　無料
　同祝賀会 17:00 ～ 18:30 は、参加費8千円
　会場：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

　みなさん今年の夏はいかがでしたでしょうか？
今年の暑さも厳しかったと感じた方も多かった
のではないでしょうか。私の近所の公園では、
子供たちがセミ採りをしている様子を良く見か
けます。自宅マンションの周辺は非常に自然が
豊かで、セミをはじめカブトムシやクワガタな
ど夏を感じさせる虫を多く目にすることができ
ます。一方で、先日スズメバチの駆除を目的
とした薬剤散布が行われました。かなり数も多
く、刺される被害も多かったためか、ここ何年
かは敷地内に殺虫剤を散布することで対応して
いました。ですが、このような敷地内における
スズメバチの増加は住民側に原因があったよう
です。スズメバチの天敵は大型のトンボやツバ
メなどの鳥類です。近隣の公園や遊歩道はしっ
かりと手入れがされていますが、管理面や安全
面の問題で水場をかなり減らしました。これに
より大型のトンボが激減しました。またツバメ
などが巣作りできる軒下等も撤去、塞がれるな
ど姿が見えなくなっています。環境的には非常
に整備され見た目もきれいですが、環境を変え
てきてしまった結果、今度も薬剤を使っての処
置で更に悪影響が出るのでは？との懸念もあり
ます。近年異常気象や豪雨などの増加は環境を
変えてしまったことが一因だとも言われていま
す。一度変えてしまったものを元に戻すのは非
常に難しいことですが、安易な行動が大きな結
果を生み出すのはまさにこう言ったことかと暑
さとともに感じました。

（労務部会　編集委員　木村　記）

新規加入事業場紹介（7月以降）


