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（2）第153号　	 さ　　　　　が　　　　　み　	 ２０１７年１月２０日

　あけましておめでとうございます。
　相模原支部会員事業場の皆様方におかれまして
は、希望に満ちた新年をお迎えになられたことと
お慶び申し上げます。
　昨春、総会にて支部長を仰せつかりましてから
早や８ヶ月が経ち、こうして新しい年を迎えるこ
とができましたのも、会員事業場の皆様方のご理
解とご協力、ならびに、労働基準監督署様はじめ
多くの皆様のご指導の賜物と、深く感謝申し上げ
ます。
　昨年は、地震や台風などの重大な自然災害が多
く発生し、英国のＥＵ離脱投票、米国オバマ大統
領の広島訪問、18歳以上への選挙権拡大など政治
面でも歴史的とも言える出来事がございました。
　また、人命を損なう痛ましい事件や事故が多数
発生し、企業や政治家の重大な不正や不備が発覚
するなどがあった一方で、五輪での日本の若者の
活躍、北海道新幹線の開業、他の明るい話題もあ
りました。総じて、苦難と混迷の中にも未来への
希望が芽生える年だったのではないかと思います。
　そうした社会動向にあって、私どものテーマで
ある労働災害の撲滅と安心安全な職場づくりにつ
いては、相模原管内で休業４日以上の労働災害は
昨年10月末現在で前年比96件増加となってしまい、
おひとりが命を失われている状況となっています。
　会員事業場の皆様には、従来からの組織的な活
動と管理の向上ならびに働く方々の意識と自主的
活動の活性化に加え、改正法に準拠したストレス
チェック、化学物質に対するリスクアセスメント、
受動喫煙防止等にも積極的に取り組まれておいで
と思いますが、新年を迎えられるのを契機に、ゼ
ロ災の達成と、働く人々が心身ともに健康に活躍
する職場の実現を目指し、心新たに活動いただく
ことをお願いする次第です。
相模原支部といたしましても、皆様のお役に立て
るよう、関係各位のご指導のもと、各種事業の推
進に努めて参りたいと思います。
　本年も、一層のご理解とご協力をお願いします
と供に、会員事業場のご発展、皆様のご健康とご
活躍を祈念しまして、ご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。
　神奈川労務安全衛生協会相模原支部会員の皆様に
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。
　第12次労働災害防止推進計画もいよいよ今年、最
終年を迎えます。平成27年は全国の死亡者数が初め
て1,000人を下回りましたが、平成28年は10月時点
で、製造業の死亡災害件数が前年同期より８件増加
したほか、就業者の７割を占める第三次産業におい
ても死傷災害件数が3.8％増加するなど、予断を許
さない状況です。
　当署管内においても、10月末現在では、建設業・
農林業以外のすべての業種で死傷災害が大きく増加
しており、全業種で25.7％増加という危機的状況と
なっています。死亡災害につきましては、平成28年
は２月の１件以後は発生がなく、１件で終われるこ
とを期待していましたが、本原稿を書いていた11月
29日にさらに１件発生し、２件となってしまいました。
　本年の干支は酉。「酉」という字は「酒」を醸す
器をあらわすことから、果実が成熟の極限に達した
状態を表すとされているとのことです。平成28年の
状況はこのように厳しい数字ではありますが、平成
29年は「酉」という字にふさわしい成果を残したい
と考えておりますので、皆様におかれましては、自
主的な災害防止活動の一層の取組をお願いし、平成
29年こそ、現在まで一度も達成していない相模原署
管内の死亡災害０を達成したく、是非ご協力をお願
いいたします。
　平成28年は、27年12月にスタートしたストレスチ
ェックへの対応、６月から義務化された化学物質の
リスクアセスメントの実施など、安全衛生を取り巻
く新たな課題にも取り組んだ１年でもありました。
監督署といたしましては本年も引き続き、働き方改
革の推進、過重労働による健康障害の防止とともに、
長時間労働の是正、有期雇用契約の無期転換ルール
の一層の周知、第12次防の重点業種である第３次産
業対策等の行政課題に職員一同精一杯取組んでいく
所存でございますので、一層のご協力を賜りますよ
うお願いいたします。
　最後になりましたが、貴会及び会員事業場の益々
のご発展と本年の皆様のご多幸を祈念して、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

年　頭　に　あ　た　り

相模原労働基準監督署

　署長　
　　河野　治子

神奈川労務安全衛生協会
　相模原支部
　支部長　
　　馬上　敦
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　2016年10月6日（木）相模原市民会館・第一大会議室におい
て「経営首脳者セミナー」が開催されました。
　本セミナーは、相模原労働災害防止団体連絡協議会（神奈川労
務安全衛生協会相模原支部、建設業労働災害防止協会神奈川支部
相模原分会、陸上貨物運送事業災害防止協会神奈川県支部相模原
分会、日本ボイラ協会神奈川支部相模原地区会、神奈川県社会保
険労務士会相模原支部）主催、相模原労働基準監督署及び相模原
公共職業安定所の後援で開催され、各団体の会員事業場の事業運
営に携わられている経営首脳者層118名が参加されました。
　セミナーでは、馬上会長をはじめ、本部の渡辺専務理事、相
模原公共職業安定所の栁田所長によるご挨拶の後、基調講演と
して相模原労働基準監督署の河野署長より「労働基準行政と今
後の課題」と題してご講演頂きました。
　今年度中にまとめる「働き方改革９項目」の３つの柱である「長
時間労働の是正」「高齢者の就労促進」「同一労働同一賃金」につ
いて現状と課題をご説明頂き、実施には経営者の強いリーダーシ

ップが不可欠であるため、参加者への推進協力依頼がありました。
　続いて特別講演第一部として、相模原市職員厚生課の安藤課
長より「相模原市におけるストレスチェック制度の取組み」と
題してご講演頂きました。実際に相模原市役所職員に対して行
っているストレスチェックの具体的取り組みについて事例を交
え紹介して頂き大変参考になりました。

経営首脳者セミナー

　１月12日（木）に相模原支部では恒例となっている大山阿夫
利神社での新年安全祈願祭が行われました。当日は好天に恵ま
れ、また阿夫利神社下社の気温も例年に比べ高かったこともあ
り、絶好の祈願祭日和となりました。

ント」が催されました。新年の安全祈願祭で毎年訪れている場
所ですが、今後もより一層魅力的な名所として楽しめそうです。
　阿夫利神社境内からの展望は素晴らしく、快晴だったことも
あり三浦半島、その先に房総半島、伊豆大島まで眺めることが
できました。また乗車したケーブルカーも一昨年新規車両に代
替となり、運行中も景色を楽しむことができました。

　昨年４月に「大山詣り」が日本遺産に認定されました。江戸
時代に鳶などの職人たちが木製の大太刀を担ぎ、滝で身を清め
奉納と山頂を目指す参拝を行っていたことがきっかけで庶民に
「大山詣り」が広まった、というストーリーが文化庁に認定さ
れました。その時は年間約20万人の参拝者がいたそうです（当
時の江戸の人口は100万人）。昔から多くの人々が同じ大山で参
拝していたということを思うと非常にロマンを感じながら参拝
することができました。また昨年から新たに祝日として制定さ
れた8月11日の山の日には日本遺産認定を記念した「山の日イベ

　安全祈願祭は52名の方のご参加を頂きました。皆様の事業場
において、今年も無事故無災害でありますようお祈りいたします。
　賀詞交換会はこちらも例年通り三菱重工社員クラブで行われ
ました。関係者の方々にはご協力感謝いたします。公務ご多忙
の中、相模原労働基準監督署 河野署長にも安全祈願祭に引き
続きご参加いただきました。また賀詞交歓会は46名の方のご参
加を頂きました。年始の忙しい時期ですが、誠にお疲れ様でした。
　
　今年度も本協会の活動も含め、ご協力よろしくお願いいたします。

（労務部会　編集委員　木村　記）

　特別講演第二部では、≪ＳＣ相模原・望月会長ならびに川口
能活(GK)主将によるドリーム対談≫～世界を知る二人が今、相
模原に熱いメッセージを贈る！～と題し、森繁之氏が聞き手と
なり、質問形式で行われました。SC相模原の創設者で元日本代
表の望月会長と、日本代表としてW杯に４回も出場している川
口主将から普段聞くことのできない、W杯での秘話や日本代表
での裏話しなどを交えながら、一流選手の考え方を聞く事がで
き、とても貴重な時間となりました。セミナー終了後には、会
場でTシャツなどのグッズ販売が行われ、その場でサインや記
念撮影ができるとあって長い列ができていました。
　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の
西脇相模原分会長より閉会の辞でセミナーは終了いたしました。

（総務部会　編集委員　高岩　記）

安全祈願及び賀詞交歓会

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
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○健康管理に関わる報告書（健診以外）について
　労働安全衛生法等の法令に基づく各種の健康診断
を行なったときは、その結果に基づき個人票を作成
し、事業場に保管するとともに、その都度、健康診
断結果報告書を、所轄労働基準監督署長に遅滞なく
提出する必要がありますが、「じん肺」「ストレスチ
ェック」については、各種の健康診断結果報告書の
提出時期と異なりますので、ご留意ください。
１じん肺健康管理実施状況報告
　当該報告は毎年、12月31日現在におけるじん肺
に関する健康管理の実施状況を翌年２月末日まで
に報告することとなっています。よって、提出は
１月から２月の間に行うこととなります。
　じん肺健康診断の結果、じん肺の所見のないと
認められるものについては、管理区分１となり、
じん肺健康診断は３年以内ごとに１回の実施義務
となりますが、じん肺健康診断を実施しなかった
年についても、12月31日現在におけるじん肺の健
康管理にかかる状況について当該報告を提出する
義務があります。
（じん肺法施行規則第37条）
２ストレスチェックに係る報告
　「心理的な負担の程度を把握するための検査結
果等報告書」の提出時期については、各事業場に
おける事業年度の終了後など、事業場ごとに設定
して差し支えないとされています。
　部署ごとに順次行うなど、年間を通じてストレ
スチェックを行っている会社では、検査は暦年１
年間での受検者数を記入し、それに伴う面接指導
を受けた者の数を報告してください。

○各種の健康診断結果報告書の提出について
　前述したとおり健康診断を行なったときは、その都
度（※じん肺を除く）健康診断結果報告書を、所轄労
働基準監督署長に遅滞なく提出する必要があります。
　「遅滞なく」とは、事業者が健康診断を実施した
医師、健康診断機関から結果を受取った後、速やか
にという趣旨であること。
（平成18年2月24日付基発第0244003号）
１報告書の種類について
　事業者が所轄労働基準監督署長に提出しなければ

ならない各種の健康診断、健康管理にかかる報告書
には、主に次のものがあります。

①定期健康診断結果報告書（常時使用する労働者
が50人以上の場合）

②有機溶剤等健康診断結果報告書
③鉛健康診断結果報告書
④特定化学物質健康診断結果報告書
⑤石綿健康診断結果報告書
⑥電離放射線健康診断結果報告書
⑦指導勧奨による特殊健康診断結果報告書
⑧じん肺健康管理実施状況報告
⑨心理的な負担の程度を把握するための検査結果

等報告書
２報告用紙について
　平成23年4月1日から厚生労働省のホームページか
らダウンロードできるようになりました。
　報告用紙を印刷する際には、以下の点にご留意く
ださい。

①読取機械で直接読取りますので、編集等は行わ
ないでください。

②印刷用紙はＡ４普通紙、白色度80パーセント以
上の用紙を使用してください。

③用紙をプリントアウトする際は、印刷のダイア
ログの「ページの拡大／縮小」を「なし」にし
てください。

　　「用紙に合わせて拡大・縮小」したものは、
規定のサイズと異なるため機械が読取れません。

　　また、プリントアウトしたものを複写機でコ
ピーすると微妙にサイズが変わってしまうため、
同様に機械が読取れません。直接ダウンロード
してプリントアウトしたものに記入して提出し
てください。

　　なお、従来のＯＣＲ様式でも提出可能です。
④報告用紙のダウンロード方法
　　厚生労働省のホームページのトップページの

サイト内検索で「各種健康診断結果報告書」を
入力して検索するか、直接

　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
anzeneisei36/18.html　を入力すると、各種健
康診断結果報告書のページとなります。

３報告書等の提出について
　各種健康診断にかかる結果報告書、じん肺健康管
理実施状況報告について、平成28年を対象とした報
告が未提出となっている事業場におかれましては、
早急にご提出をお願いします。

労働基準監督署
からのお知らせ

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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　平成28年度「神奈川労務安全衛生大会」が11月15日
（火）横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズで開催され
ました。今年は、50周年という節目の大会でもあり、歴
史の重さを知ることができました。
　第一部の＜式典＞は、藤永神奈川労働局長、藤巻産業
労働局長、八牧中央労働災害防止協会理事長の挨拶に続
き、労務安全衛生功労賞の授与、支部別安全競争上位入
賞及び50周年特別賞の授与、全国ＴＨＰ推進協議会表彰
伝達が行われました。
　その後、横浜南支部長の大会宣言が満場の拍手で確認
されました。
　第二部の＜特別公演＞では「どうなる日本！？～政治
経済の明日を読み解く～」と題し、（元）読売テレビ解
説委員でキャスター辛坊治郎氏の講演がありました。内
容については公開しないとの条件があり割愛致します。

　第75回全国産業安全衛生大会が10月19日～ 10月21日の
３日間、東日本大震災から５年という節目の年を迎えた被
災地、宮城県仙台市で開催された。大会初日に仙台市体
育館で総合集会が行われ、第１部の開会式では、中央労
働災害防止協会会長の大会式辞、各来賓からのご挨拶の
後、表彰式が行われた。その後に採択された大会宣言に
おいては、「被災地仙台で開催される本大会を契機に、被
災された事業場などが震災から得た教訓を広く参加者で
共有し危機管理能力を高めるとともに、労働災害による
犠牲者をこれ以上出さないという決意を新たにし、すべ
ての関係者が一丸となって、労働災害防止対策に取り組
もう」という力強いメッセージが発信された。第２部では、
厚生労働省労働基準局からの講演に引き続き、「故郷と復
興への思い」をテーマに、宮城県女川町出身の俳優中村
雅俊氏と福島県喜多方市出身のフリーキャスター唐橋ユ
ミ氏のスペシャルトークが行われた。２日目、３日目は、
今年から新設された防災・危機管理分科会を含めた合計12

の分科会に分かれ、各会場において講演が行われた。
　２日目に川内萩ホールで開催されたメンタルヘルス／
健康づくり分科会の中では、大震災による健康への影響
に関する講演があった。事業所の被害の大きさに比例
して心の不調が起こる確率が高いという調査が発表され、
万が一震災等の災害が起こった場合には、特に被害が大
きい事業所へのケアを優先的に行うことが必要であると
いうことを認識させられた。
　今回の大会では、震災の被災地企業からたくさんの示
唆に富む講演が行われた。天災を防ぐことはできないが、
その被害を最小限に抑えることはできる。そのために、
東日本大震災で得た教訓を絶対に生かさなければならな
い。被災地で行われた本大会は全国の多くの安全衛生に
携わる者が、その思いを強くする契機となる有意義な大
会であったと感じた。

（総務部会　編集委員　濱口　記）

神奈川労務安全衛生50周年記念大会〈横浜会場〉

全国産業安全衛生大会

相模原支部関係の受賞
＜労務安全衛生功労賞の受賞者＞
 ･ 久本　裕一　　キャタピラージャパン㈱
 ･ 山本　忠彦　　三菱重工エンジン＆ターボチャージャ㈱
 ･ 川瀬　修一　　日産自動車㈱
 ･ 田所　利之　　東プレ㈱

（総務部会　編集委員　川瀬　記）
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編　集　後　記

　あけましておめでとうございます。
希望に満ち溢れた新年を迎えられたこととお慶
び申し上げます。
　１月12日に毎年恒例の安全祈願祭を大山阿夫
利神社において執り行い会員事業場の無事故無
災害を祈念して参りました。
　今年も協会活動へのご協力を宜しくお願い申
し上げます。『ご安全に！』

☆第３回職長教育講習会・市民会館第２大
　２月２日(木)、３日(金) 9:30 ～ の２日間
☆第２回安全衛生推進者養成講習会・支部
　２月８日(水)、９(木) 9:30 ～ の２日間
☆第３回安全管理者選任時研修会・支部
　２月17日(金) 8:30 ～ の１日コース
☆第４回安全管理者選任時研修会・支部
　３月10日(金) 8:30 ～ の１日コース
☆第４回職長教育講習会・支部
　３月16日(木)、17日(金) 9:30 ～ の２日間
≪29年度≫
☆第１回新入社員安全衛生教育講習会
　４月６日(木) 13:30 ～ 会場：市民会館第１大
☆第２回新入社員安全衛生教育講習会
　４月12日(水) 13:30 ～ 会場：支部会議室
☆支部定時総会
　４月21日(金) 15:30 ～ 会場：市立産業会館ホール
☆第１回安全管理者選任時研修会・支部
　４月26日(水) 8:30 ～ の１日コース
☆第２回安全衛生推進者養成講習会・支部
　５月11日(木)、12日(金) 9:30 ～ の２日間
☆第１回職長教育講習会・支部
　５月17日(水)、18日(木) 9:30 ～ の２日間
☆第１回有機溶剤作業従事者教育・支部
　５月31日(水) 9:00 ～

　最近、ＡＩが注目を浴びている。新聞や雑誌、Ｗｅｂ
サイトで「ＡＩ」という文字を見ない日はないのではと
いうほど、話題になっている。今更言うまでもないかも
しれないが、ＡＩとは人工知能のことで、技術自体はか
なり前から存在するが、近年「ディープラーニング」と
いう技術が急速に発達をしたことで、様々な分野での応
用が期待されるようになった。Ｇｏｏｇｌｅが開発した
「ＡｌｐｈａＧｏ」が囲碁の世界チャンピオンに勝利し、
衝撃を与えたことは皆さんの記憶にも新しいのではない
だろうか。難しすぎて詳しいメカニズムはよく理解でき
ないが、ディープラーニングとは簡単に言えば、「機械
が自ら学習する」ということのようだ。おそらく近い将
来、この技術が我々の生活だけではなく、仕事にも大き
な変化をもたらすであろう。例えば、安全衛生の仕事は
どうなるだろうか。これまで機械では代替できないと思
われていた仕事をどんどんＡＩを持ったロボットが行う
ようになる。工場での危険な作業をロボットが行うよう
になり、事故やケガのリスクが減る。人間の知識や経験
により行われている危険予測もＡＩが予測してくれるよ
うなり、危険を未然に防ぐサポートをしてくれる。（Ｋ
ＹＴトレーニングがなくなる？）つまずきによる転倒も、
ＡＩがつまずきやすい場所・天候・時間などを様々なデ
ータから学習し危ない状況になったら、その場でアラー
ムを出して転倒を防いでくれる。もしかすると、ただの
妄想にすぎないのかもしれないが、最近のＡＩの驚くべ
き進化をみると安全衛生分野にも大きく貢献をしてくれ
るのではないかとついつい期待をしてしまう。ＡＩがい
ずれは人間の知能を超えてしまうのではないかという危
惧もあるが、ＡＩを活用すれば今よりも安全・安心で便
利な世の中を作れる大きな可能性があることも事実であ
り、その進化を止めてはいけない。予測は難しいが、お

そらく仕事において人間が全く
必要なくなることはないだろう
し、人間の苦手な部分を補完す
る形で活用されていくことにな
ると思われる。この編集後記を
誰が書くのかということが、い
つも編集委員会の議題の１つに
なる。もしかすると、いずれは
編集後記の執筆をＡＩにお願い
する日が来るかもしれない。
（総務部会　編集委員　濱口　記）

事務局だより

当面の事業予定

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


