
２０１７年９月２０日　	 さ　　　　　が　　　　　み　	 （1）第156号
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（公社）神奈川労務安全衛生協会

相 模 原 支 部 発 行
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第６８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

「働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場」

　日頃から当署の行政推進に御
理解・御協力を賜り感謝申し上
げます。
　神奈川県下の労働衛生の現状について主なものを
説明しますと次のとおりです。
　平成28年度の脳・心臓疾患の労災請求件数は49件
で前年度の75件から大幅に減少しましたが、前年度
が多かったこともあり、減少傾向は見られません。
また精神障害の請求件数は140件で前年度に比べ19
％（22件）増と大幅に増加しております。精神障害
請求件数についても減少傾向は見られません。
　平成28年における職業性疾病による死亡災害は長
時間・過重労働に起因した脳・心臓疾患等による死
亡が３名発生しています。そのうち１名は自殺でし
た。職業性疾病による休業４日以上の死傷者は513
名、そのうち腰痛が384名で全体の75％を占めてい
ます。業種別では、保健衛生業、商業・金融・広告
業、運輸交通業の順で多く発生しており、腰痛全体
の約３分の２を占めています。職業性疾病による休
業４日以上の死傷者は平成24年以降毎年減少してい
ます（平成23年606名）。
　平成28年の一般定期健康診断の有所見率は54.07
％で全国平均（53.76％）より高くなっています。
　労働者にとっても事業場にとっても、最も重要な
ことは労働者がいつまでも健康で働けることではな
いでしょうか。

　健康管理について、基本的なことですが、何点か
お願い申し上げます。
１　一般定期健康診断の完全実施等
　�　一般定期健康診断の完全実施、有所見者に係る
医師からの意見聴取及び適切な事後措置の実施を
お願いいします。また、健診結果における再検、
精密検査、治療の指示のあった者については、受
診勧奨と受診の有無の確認をお願いいたします。

２　長時間・過重労働の抑制
　�　長時間・過重労働は、脳・心臓疾患や精神障害
を始め健康障害を引き起こす大きな要因ともなり
ます。国も過労死等撲滅を重要課題として取り組
んでおりますので、事業場におかれましても長時
間労働の抑制に真剣に取り組んでいただきますよ
うお願いいたします。

３　職場における良好な人間関係の構築
　�　近年、パワハラ、セクハラ、いじめ・嫌がらせ
等の不適切な人間関係の相談が増え続けておりま
す。これらの不適切な労働環境も労働者にとって
非常に高ストレスの要因となっております。精神
障害を発症される方もいますし、退職を余儀なく
される方も多くいらっしゃいます。
　�　会員事業場からはこのような問題が発生するこ
とのないよう教育の徹底等を含め対策の樹立をお
願いいたします。労働者からこの会社に就職して
良かったと思われるような職場環境の構築に努め
ていただきますようお願いいたします。

　最後に、すべての会員事業場が健康職場であるこ
とを祈念いたします。

平成29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　居川　政宣
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平成２９年度全国労働衛生週間
相模原地区推進大会

(本週間2017年10月１日～７日・準備期間2017
年９月１日～ 30日)
　スローガン、「働き方改革で見直そう�みんな
が輝く�健康職場」の下、相模原地区推進大会
が９月５日(火)321名の参加者を迎え市民会館
ホールに於いて盛大に開催致しました。
　大会は、神奈川県社会保険労務士会相模原支
部・工藤支部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、来賓
の挨拶として相模原労働基準監督署・居川署長、
相模原市環境経済局経済部雇用政策課・関課長、
(一社)相模原市医師会・竹村会長よりご祝辞を
いただきました。
　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。
　各災害防止団体より推薦された優秀団体賞は
10事業場、功績賞個人が７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。受賞された皆様につ
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・大須
賀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、北里大学健康管理センター・守
屋達美センター長(教授)による『糖尿病性腎症
の正体』をテーマに糖尿病の合併症予防につい
てご講演いただきました。
　講演内容は、糖尿病との合併症を２つ紹介さ
れました。糖尿病は現在ではとてもポピュラー
な病気になりましたが、守屋教授が糖尿病を専
門にされた30年前の頃は、まだまだ世間に知ら
れていない病気だったそうです。生活習慣病の
代表とされる糖尿病及び糖尿病に関連する腎臓
の病気などは、治療するのに非常に困難で医療
者としても中々治療が進みづらい病気であるよ

うです。では、なぜ治療するかというと、合併
症予防がそのひとつであるということです。
　糖尿病性腎症は糖尿病の合併症であり、早期
発見、早期治療が大事になります。この早期発
見の為にも血糖検査だけではなく、尿検査も重
要であると説明されておりました。もうひとつ
は、糖尿病網膜症という合併症があり、目の中
にある網膜から出血してしまい、黄斑症や増殖
網膜症を引き起こす恐れがあるそうです。これ
らの糖尿病の予防や治療に関しては、まずは放
置しないこと。そして良好な血糖コントロール、
血圧コントロール、脂質コントロールと禁煙が
重要だそうです。最後に、内科だけではなく、
眼科にも定期受診をしていただきたいことをお
勧めしますと結ばれ、参加者の盛大な拍手の内
に講演は終了いたしました。
　支援事業の紹介といたしまして、神奈川県産
業保健総合支援センターの促進員・正木利恵子
様より、『事業場における治療と就労の両立支
援事業の概要』についてお話をいただきました。
　最後に、陸上貨物運送事業労働災害防止協会
神奈川県支部相模原分会・西脇分会長による閉
会の挨拶で相模原地区推進大会は終了しました。
　本大会にご協力いただきました皆様には心よ
り感謝申し上げます。ありがとうございました。

『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
ました団体・個人は次のとおりです。(敬称略)
≪団体≫
�・受賞なし
≪個人≫
�･�山腰　功　　　北里大学
�･�草津　成　　　㈱三越伊勢丹
�･�吉坂　千晶　　横河レンタ・リース
�･�森　　敬子　　ＫＹＢ㈱

（総務部会　編集委員　大村　記）
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　弊社は、総合容器メーカ
ーとして金属缶だけでは
なく様々な容器を提供しています。当
事業所に於いては、ボトル缶（リキャ

ップ機能）をはじめ、エアゾール缶、
プラスチックチューブ等を製造して
います。また、敷地内にある技術開
発センター・総合研究所については、
充填まで含めた総合技術力を駆使し
て、新しい分野の開拓にも積極的に
取り組んでいます。
　当事業所の労働衛生活動の取り組みについて
紹介させていただきます。
　平均寿命が延び、高齢化が進む現代ですが、
当事業所についても、平均年齢が高くなり生活
習慣病にかかるリスクが増加しており、早期に
その芽を発見し、改善することが健康寿命を延
ばすことにつながると思います。改善が早けれ
ば早いほど、生活習慣を立て直すための労力は
小さいもので済みますが、生活習慣病は早期に
は自覚症状が殆どないそうです。そのために、
健診による発見と、日頃よりの健康管理が大切
になります。当事業所に於いても健康推進の一
環として、様々な活動に取り組んでいます。
　①インストラクターによる運動
　　・ピラテス、ボクササイズ、太極拳等
　　 ※�ピラテスについては、昨年度より約１

年間、月に２回実施継続中です。
　②健康ウォーキングの開催
　　・三浦半島　小網代の森　ウォーキング
　　・富士山五合目奥庭周遊コース
　③専門講師による講話
　　�・�歯の健康について、脱メタボ･メタボ予防、
　　　生活習慣病について
　④標語、ポスター、習字
　　・優秀作品は表彰
　⑤喫煙に対するアンケート（分煙化対策）
　
　喫煙アンケートについては、現状での「喫煙
対策の満足度」「たばこの影響について」等の
質問を喫煙者、非喫煙者の両方から実施しまし
た。「たばこの影響は、周囲の人の健康に対し、
悪いと考えますか？」の質問では、喫煙者：83
％非喫煙者：91％の方が、非常に悪い・悪いと
解答しており、両方とも良くないという認識で
した。また、喫煙者に対して、「禁煙もしくは、

喫煙本数を減らすことに関心がありますか？」
の質問に対しては、約60％の人が禁煙したいと
答えています。
　たばこをやめられないのは、意志が弱いから
だと思いがちです。実は、たばこの煙に含まれ
るニコチンには、麻薬にも劣らない依存症があ
りどうしてもたばこがやめられないのは「ニコ
チン依存症」という病気が原因だそうです。こ
れを克服するには、本数を減らして徐々に禁煙
しようとするのは要注意！！喫煙の間隔が長く
なると離脱症状が強まって、次の一本がとても
おいしく感じられ、依存を高める恐れがあるそ
うです。禁煙すると決めたら、完全にたばこを
絶つことが重要です。
　喫煙者の方は、受動喫煙による健康影響の知
識を深め、非喫煙者に対し、マナーとエチケッ
トを守って喫煙しましょう。

（安全部会　編集委員　二宮　記）

我が社の労働衛生週間
大和製罐株式会社  東京工場
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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

１ 「事業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」について
　近年、治療方法等の進歩により、疾病を抱えていても離
職や休職をせずに治療を受けながら仕事を続けられる可能
性が高まってきています。
　しかし、中には仕事上の理由で適切な治療を受けること
ができなかったり、疾病に対する不十分な理解や職場の支
援体制不足等により、離職を余儀なくされたりする事例が
みられ、また、多くの企業が疾病を抱えた労働者の対応に
苦慮しているという現状があります。
　このため、平成28年２月23日付けで「事業場における治
療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が示され、
併せて、がんに罹患した場合の基本情報や支援に当たって
の留意事項として「がんに関する留意事項」を示しました。
そして、本年３月１日に、「脳卒中に関する留意事項」及
び「肝疾患に関する留意事項」が示されたところです。
　厚生労働省としては、両立支援のため、主に下記の施策
を行っています。
　産業保健総合支援センターの「両立支援相談員」の助
言･支援
�・事業者からの両立支援に係る相談
�・事業場を訪問しての助言及び教育等の実施
�・�事業場と患者（労働者）間の調整、両立支援プランの
作成の助言等
�・啓発セミナーの実施
　詳細については、神奈川産業保健総合支援センター (�
http://www.kanagawas.johas.go.jp/)へお問い合わせくだ
さい。
　障害者雇用安定助成金（障害・治療と仕事の両立支援
制度助成コース）
　がん等の病気を抱える労働者の病状や治療内容などに
応じた、治療と仕事の両立を支援するための制度を導入
する事業主には、10万円の助成金が支給されます。
　助成金の詳細については、都道府県労働局職業安定
部またはハローワークへお問い合わせください。ま
た、パンフレット、様式等は厚生労働省ホームページ
からダウンロード可能です(http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000162833.html)。

２産業保健関係助成金について
　以前から実施していた「『ストレスチェック』実施促進
のための助成金」に加え、今年度から新たに、「職場環境
改善計画助成金」、「心の健康づくり計画助成金」、「小規模
事業場産業医活動助成金」が創設されました。
　労働者のメンタルヘルス不調の未然防止等のために、是
非ご活用ください。

　これらの助成金の対象は、以下のとおりです。
①「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」
　「ストレスチェック」の努力義務事業場がストレスチ
ェック等を実施した場合、事業主が費用の助成を受ける
ことができる制度です。
②「職場環境改善計画助成金」（Ａ･Ｂコース）
　ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職
場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改
善を実施した場合に負担した指導費用及び機器・設備購
入費用の助成を受けることができる制度です。
（Ａコース）…�専門家による指導に基づいて上記を実施

した場合。
（Ｂコース）…�産業保健総合支援センターのメンタルヘ

ルス対策促進員の助言･支援に基づいて
上記を実施した場合。

③「心の健康づくり計画助成金」
　事業主が、各都道府県にある産業保健総合支援センタ
ーのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき「心
の健康づくり計画」を作成し、メンタルヘルス対策を実
施した場合に助成を受けることができる制度です。
④「小規模事業場産業医活動助成金」
　常時50人未満の労働者を使用する事業場が、産業医と
産業医活動の一部又は全部を実施した場合に助成を受け
ることができる制度です。
　①～④の助成金の詳細については、独立行政法人労働
者健康安全機構(ナビダイヤル:0570-783046)�(http://www.
johas.go.jp/)へお問い合わせください。

３荷役災害防止担当者研修の開催について
　前号でもお知らせしました荷役災害防止担当者研修です
が、未定であった川崎会場での開催が、11／２日（木）に
川崎市産業振興会館第３研修室にて行うことが決まりました。
　荷主等になりうる企業の皆様におかれましては、本ガイ
ドラインにおいて選任が必要となる「荷役災害防止担当者」
を選任し、講習等を受講頂き、社内での体制の整備等をお
願いします。
　詳細は、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会
神奈川支部　（045-633-3618）　(http://www.conkana.org/
topics/2017/08/29-1.html)までお問い合わせください。
４最低賃金が改正されます。
　平成29年10月１日から神奈川県最低賃金が　　　　　　

９５６円（＋２６円）

に改正されます。
　厚生労働省では、引き続き、中小企業・小規模事業者に
対し、生産性向上等のため、賃金引上げのための経営及び
労務管理等に関する相談・専門家派遣や業務改善助成金等
の支援を行っています。
　助成金等の詳細は、神奈川労働局ホームページ（http://
www.kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_
topics/topics/120514.html）をご覧ください。

労働基準監督署
からのお知らせ
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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。」

　６月23日、相模原市民会館に於いて「労働関
係法令等の説明会」を相模原労働基準監督署の
協力で、22名の出席者にて開催致しました。
　第一部は、『行政運営方針と労働関係法令に
関する今後の動きや法改正の状況』をテーマに
阿部第一方面主任監督官よりお話をして頂きま
した。神奈川労働局の平成29年度重点施策３つ
のうち、「安全に安心して働ける職場づくりの
ための施策」について解説して頂き、働き方改
革について様々なデータを使いわかりやすく説
明して下さいました。
　第二部は、『労働災害発生状況と労働安全衛
生法令の改正等について』をテーマに大須賀安
全衛生課長に解説して頂きました。
　平成28年・29年の労働災害発生状況とその分
析内容について、発生事例を交えた具体的な説

明をして頂きました。また最後に今後の法改正
予定の事案に関する説明もされました。
　第12次防の最終年でもあり、各事業場での取
り組み強化を期待しております。

（総務部会　編集委員　高岩　記）

労働関係法令等説明会

第３回職長安全衛生教育講習会
　９月７日・８日の２日間、市民会館大会議室に
於いて職長安全衛生教育講習会を実施しました。

　当講習会は、以前年２回の実施でしたが今年
度より年５回の開催を予定し、受講者が希望
する日程を選択できるようにしました。理由は、
職長に任命されてからの日程で受講することが
一部の事業所で慣例となっていたことを是正す
るよう監督署より指摘があったことによります。
つまり、職長の任命の前に職長候補者として当
講習会を受講して頂くことになります。

　ご存知のように労働安全衛生法第60条により
事業者は、職長及び作業中の労働者を直接指導
又は監督する者に対する安全衛生教育を必ず実
施するよう義務付けています。
　今回の受講者は21名でした。回数を増やした
ことにより支部の会議室で開催するつもりでし
たが、グループ討議や発表等を考慮し、広い会
場を急遽確保し開催致しました。受講者数によ
り会場については柔軟に対応し、受講申込を断
ることのないように努力致します。
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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

　2020年の東京オリンピック開幕まであと３年を切りまし
た。そこで、今回のオリンピックで追加種目として採用さ
れた「スポーツクライミング」についてご紹介しようと思
います。
　「スポーツクライミング」とは、人工的に作った壁で、「ボ
ルダリング」、「リード」、「スピード」の３つの種目を競う
スポーツです。天然の岩場を登るロッククライミングが発
祥ですが、スポーツクライミングでは競技性を持たせ、ス
ポーツ的要素に重点を置いた新しいジャンルのスポーツと
なっています。

　「ボルダリング」は、最もシンプ
ルな登り方とされているスタイルで、
５m以下の高さの壁に固定されたホ
ールド（人口の石のようなとっかか
り）に、ロープを使わずに足や手を
かけながら登るスポーツ。「リード」
は、ロープで安全が確保された選手
が12メートルを超える高さの壁に設
定されたコースを登り、制限時間内

での到達高度を競う種目です。「スピード」は、高さ15メ
ートルの壁に設定された、予めホールドの配置が周知され
た同一条件のルートを駆け登り、タイムをコンマ数秒まで
競い合うスプリント種目です。
　日本は、世界で強豪国として知られており、「ボルダリ
ング」ではワールドカップの国別世界ランクで１位、「リ
ード」も国別世界ランク４位と、世界トップクラスの力を
誇ります。オリンピックでもメダルを期待できる競技の一
つですので、ぜひ注目してください。
　かく言う私もクライマーの一人で、週末は外山の岩に対
峙しています。私が行っているのは「リード」のスタイル
で、外岩ですが予め岩にボルトやピンが打たれた整備され
た岩場で遊びます。とはいえ自然が相手、安全確保用のロ
ープを付けているものの岩が欠ける事もあり、完全に安全
とは言えません。事故の話しを聞くこともあり、中には「ロ
ープを付け忘れたまま登り始めた」という事例など、人為
的な事故も発生しています。事故の情報を聞いてか、年の
功か、以前は各自が黙々と行っていたロープの結びやハー
ネスの装着確認を、いつの間にか「指差確認」「呼称確認」
するようになりました。自然発生的に、声を出して、パー
トナー同士相手の確認もしています。
　仕事では当たり前に言われる安全確認ですが、誰に言わ
れるでもなく自然に身についたことは、仕事との共通点を
見たようで興味深く感じています。趣味や遊びから仕事に
活かせることを見つけてみてはいかがでしょう。大きな発
見があるかもしれません。

（安全部会　鈴木　記）

　25年ぶりに第77回を迎える大会が地元県横浜で、
平成30年10月17日～ 19日に開催されます。
　主催は、中央労働災害防止協会ですが、(公社)神
奈川労務安全衛生協会は協力の位置付けで大会の運
営等に関わることになります。相模原支部も分科会
を担当することになり実行委員としての協力要請が
あります。更に参加期待数も桁違いの数字が予想さ
れます。当大会を成功させるには、役員事業場をは
じめ会員事業場の協力が必要となります。これから
開催される実行委員会等で具体化されますので決ま
り次第展開し、協力を得られるようすすめて行きま
すので宜しくお願い致します。
　尚、当大会の研究事例発表の募集が開始されます
のでより多くの事業場から応募して頂くようお願い
致します。詳細は支部に問合せ願います。

◎第２回�有機溶剤作業従事者教育講習会
　10月12日(木)� 会場：相模原支部会議室
◎第２回�リスクアセスメント講習会
　10月17日(火)� 会場：相模原支部会議室
○神奈川労務安全衛生大会
　10月19日(木)� 会場：川崎市教育文化会館
◎第２回�粉じん作業特別教育講習会
　10月25日(水)� 会場：相模原支部会議室
○全国産業安全衛生大会
　11月８日(水)～10日(金)� 会場：神戸会場
◎第４回�安全管理者選任時研修会
　11月15日(水)� 会場：相模原支部会議室
◎第２回�ＫＹＴリーダー養成講習会
　11月17日(金)� 会場：相模原支部会議室
◎経営首脳者セミナー
　11月22日(水)� 会場：産業会館ホール
◎第４回�職長教育講習会
　12月５日(火)、６日(水)� 会場：相模原支部会議室

編　集　後　記

当面の事業予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○は、本部又は全国）

全国産業安全衛生大会in横浜の開催!!


