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健康な心と体で安全作業

目指すは笑顔の無災害
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年　頭　に　あ　た　り

相模原労働基準監督署

　署長　
　　居川　政宣

　新年明けましておめでとうございます。
　相模原支部会員の皆様におかれましては、年末年始
有意義にお過ごしでしたでしょうか。
　今年は平成30年という節目の年であり、監督署職員
一同気持ちを新たに引き締め、業務にまい進して参る
所存です。本年もどうぞご協力をよろしくお願い申し
上げます。
　さて、基準行政においては、平成26年６月閣議決定
された「日本再興戦略」に「働き過ぎ防止のための取
り組み強化」が盛り込まれ、また、同時期に「過労死
等防止対策推進法」（平成26年６月）が成立以降、長
時間労働のおそれのある事業場に対する監督指導の徹
底など長時間労働対策の一層の強化を図っています。
　そして、１月22日に召集される通常国会においては、
時間外労働の上限規制などを内容とする労働基準法や
労働安全衛生法など８つの法律の一部改正を盛り込ん
だ働き方改革関連法案が提出される予定です。ちなみ
に、首相は今回の通常国会を「働き方改革国会」と位
置付けしています。
　今年は、基準行政関係の法改正の周知も大きな取組
の１つになると考えられます。
　現在景気がまずまず良いということもあり、事業運
営上人材不足の企業も多いようですが、人材を確保す
る上でもパワハラやセクハラなどのハラスメントがな
く、事業場に魅力があり働きがいのある職場環境が求
められていると思います。その観点からも事業場に合
った働き方改革が必要になってきているのではないで
しょうか。まだ動き出していない会員事業場の皆様は
そろそろ考え始めてはいかがでしょうか。
　当署管内の労働災害発生状況は、12月末現在、死亡
者数は２人（前年同期２人）、休業４日以上の死傷者
数は前年同期を下回ってはいるものの、10月以降増加
しており483人（前年同期比11.2％減）となっていま
す。当署の12次防における死亡者数５人以下、死傷者
数491人以下とするという目標は、死亡者数は目標達
成の見込みですが、休業災害は極めて困難な状況にあ
ります。会員事業場におかれましては、第13次防に向
けて自発的な災害防止活動の一層の取り組をお願い申
し上げます。
　最後に、会員事業場の皆様のご健勝と事業場の無災
害を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

神奈川労務安全衛生協会
　相模原支部
　支部長　
　　馬上　敦

　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。
　支部長を仰せつかりましてから２度目の年明けとな
りました。昨年中は、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
様のご指導を頂戴しましたこと、あらためて深く感謝
申し上げます。
　昨年は、大規模倉庫の火災や、新幹線の車台破損な
どが発生したり、有名な企業の内部統制不備、不適正
な品質管理の実態が相次いで明るみになるなど、企業
活動での安全安心への取り組みが不安視される事例が
多数ございました。
　また、九州北部豪雨などは、気象災害が深刻化かつ
増加していることを象徴するものであり、防火防災へ
の取り組みも事前想定を新たにすべきであることが示
された年であったと思います。
　一方、陸上100mで桐生選手が10秒の壁を破ったり、
将棋の藤井四段が連勝記録を更新するなど、若い方の
活躍で将来への希望が膨らむ年でもありました。
　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
在では368件で前年比101件の減少となっているものの、
年末までの間に増加していないかが懸念されている状
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、改正法に準拠した対応の徹底や、過重労
働防止をはじめとする働き方改革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
めますとともに、今秋開催されます全国産業安全衛生
大会in横浜へ向けた機運醸成にも取り組んで参りたい
と思います。
　本年も、一層のご理解とご協力をお願いし、合わせ
て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。
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　10月19日（木）に川崎市教育文化会館に於いて平成
29年度神奈川労務安全衛生大会が開催されました。
　第一部の式典では、開会の辞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の授与、全国
THP推進協議会表彰伝達が行われました。次に、主催
者側挨拶と来賓祝辞(神奈川労働局・神奈川県・川崎市・
中災防)があり、締めくくりに川崎南支部長より大会
宣言が読み上げられ満場の拍手で確認されました。
　第二部の特別講演は、『免疫と長生き』～不

・
良
・

長
・

寿
・

の進め～をテーマに順天堂大学医学部特任教授の
奥村 康 氏の講演がありました。免疫の働きを面白く
傾聴できましたが、内容については公表しないことと
の条件がありましたので割愛します。

　掲載の写真は、相模原支部の支部長と今大会にて受
賞された方々です。
相模原支部関係の受賞
<労務安全衛生功労賞の受賞>　敬称略
 ・高岩　映善　　三菱重工ｴﾝｼﾞﾝ＆ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬ㈱
 ・濱口　優治　　日本電気㈱
 ・翁　　大地　　日本山村硝子㈱
 ・花房　のり子　相模原支部事務局
＜支部別安全競争上位入賞＞
 ・努力賞
支部代表　長崎　裕之　　昭和電線ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ㈱

（総務部会　編集委員　大村　記）

　９月27日（水）に平成29年度優良事業場見学会を19社
37名の参加者でいすゞ自動車㈱藤沢工場を訪問しました。
　バスを降りて最初に驚いたのは、ここは街中かと思う
ような風景でした。話によると110万㎡の広大な敷地と
のことで、その中に４つの機能別の工場があり、開発・
生産・購買の３つの部署が共存しているそうです。

ました。藤沢工場がマザー工場であり世界各国から研修
生を集め安全及び作業習熟訓練をしているとのことでし
た。感心やら感動している間に工場見学は終わり、次に
いすゞプラザを見学させて頂きました。トラックの歴史
が十分に感じられ、往年の名車117クーペ等の展示もあ
り、懐かしさとトラックの未来を体感できました。見学
会にご協力頂いたいすゞの皆様に感謝致します。ありが
とうございました。

（衛生部会　編集委員　遠藤　記）

　工場見学の前に、お願いしてあったいすゞ自動車㈱藤
沢工場の安全衛生の取組みについて講話をして頂きまし
た。安全は、全てに優先するというトップの考えが作業
者１人ひとりの行動に繋がるよう、いすゞ安全５則と禁
止10則を合言葉にしているとのことでした。
　説明のあと質問が沢山ありましたが途中で質疑を中断
してもらい、工場見学へと案内されました。
　組立工場内は、整然としていて床面が殆どカラー塗装
され、重量物は、全てロボットが活躍し、組立作業者は、
取り付ける１台分の部品が載った台車から順番に取り付
けると次の作業に入れるよう１台づつ完結する優れもの
でした。更に無理な作業姿勢が負担とならないよう組立
ラインの作業台の伸縮は勿論、ベストな傾斜角になり自
然な作業姿勢が保てるようになっていました。工具類も
基本吊り下げで床面にホースが絡まないようになってい

神奈川労務安全衛生大会開催

優良事業場見学会
いすゞ自動車㈱　藤沢工場
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　今年で開港150年を迎え、日本の新たな時代の扉を開い
てきた国際都市「神戸」にて10年ぶりに第76回全国産業
安全衛生大会が11月８日～10日の３日間、開催されました。
　大会初日にワールド記念ホールで行われた総合集会では、
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部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田中安全衛生部
長より「労働安全衛生行政の動向」についての御講演に
続き、目の難病患者に人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）
を使った移植を世界で初めて成功させた理化学研究所多
細胞システム形成研究センターの髙橋政代氏による「網
膜再生医療の開発～研究開発におけるリーダーシップ～」
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５会場に分かれて10の分科会並びに緑十字展2017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・対談など多彩なプログ
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。
　本大会で学んだ全国レベルの事例発表・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。
　尚、今年は25年ぶりに横浜で開催されますが当支部と
しても分科会々場を担当することになりますので皆様の
絶大なるご協力を宜しくお願い致します。

（総務部会　編集委員　高岩　記）

全国産業安全衛生大会　in神戸

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。」

　毎年恒例の新年安全祈願祭及び賀詞交歓会を１月12
日に開催致しました。
　安全祈願に向かうバス発車時間厳守で集合をお願い
していましたが、１名の方が日程を勘違いしていたと
いうことで出発時間が遅れるハプニングが有りました。
この件は、電話連絡で現地に直
接向かって貰い大山ケーブルカ
ー乗車前に合流できました。バ
スもほぼ順調に目的地に着くこ
とができました。
　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願し、次の賀詞交歓会会場

までバスにて向かいました。

　賀詞交歓会会場には、順調過ぎるほど早めに到着し、
ウエルカムドリンクで開会までの時を過ごして貰うこ
とにしました。

　賀詞交は支部長挨拶、相模原労働基準監督署署長挨
拶を賜り、乾杯は東プレの渡辺副支部長からの乾杯の
発声で祝宴が始まり、大変な盛り上がりでした。その
後の、お開きでは昭和電線ケーブルシステムの長崎安
全部副部長の挨拶で中締めと致しました。

支部　新年祈願祭・賀詞交歓会の開催
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１�　注意情報　天井クレーン等を設置している事業場�
の皆様へ

　クレーン等安全規則第13条では、建設物の内部に設
置されている天井クレーンや橋形クレーン等の走行ク
レーン（クレーンガーダを有しないもの及びクレーン
ガーダに歩道を有しないものを除く。）と建設物等と
の間隔が規定されておりますが、他県では、これらの
法定間隔を確保していない天井クレーンのガーダ上で
点検作業を実施していた作業員が、クレーンガーダの
歩道の手すりと建物の梁との間に身体の一部がはさま
れる死亡災害が発生しています。
　天井クレーンを設置している事業者におかれまして
は、定期自主検査時等に、クレーン等安全規則第13条で
定められている法定間隔が確保されていることを確認
してから作業を行うようお願いいたします。（下図参照）
　なお、近年、建物内部の改造や天井付近に設置され
ている電気設備及び配管レイアウト等の変更等により、
クレーン等安全規則第13条の走行クレーンと当該建設
物又はその内部の設備との間隔が確保されていない状
況が見受けられます。
　これらは、すべて法律違反として性能検査の際に不
合格とされた事案も報告されています。
　※ 性能検査では、上記における法定間隔が無い場合

「不合格」となり、有効期間満了日までに是正で
きない場合は、所轄労働基準監督署に「休止報告」
を提出していただくこととなります。

　※ 「休止報告」を所轄労働基準監督署に提出された場
合は、その後、労働基準監督署による「使用再開
検査」を受検し、合格してから使用可能となります。

　※ 性能検査での指摘事項に対し、有効期間満了日ま
でに何ら是正措置を講じず、「休止報告」の提出
も行わない場合は、有効期間切れとなり 廃�止 と
なりますので、ご注意ください。

　※ 是正が困難な場合には、お早めに相模原労働基準
監督署へご相談ください。

２�平成29年度メンタルヘルス対策セミナーの開催につ
いて

　平成27年12月１日から施行されたストレスチェック
制度については、制度が始まり早くも３年目となりま
すが、今なお、「実施者、実施事務従事者、実施担当
者の関与や連携がよく分からない」、「やってはみたけ
れどもその後何をして良いのかよく分からない」等の
問合せが多数寄せられております。
　このたび、ストレスチェックを労働者のメンタルヘ
ルス対策にどうつなげていくのか、取り組みを進めてい
る事業場の取組事例、メンタルヘルス不調者への対応等
今後事業場のメンタルヘルス対策の参考としていただ
けるよう神奈川労働局で講習会を行うこととしました。
　事業主、事業場の労務管理、安全衛生管理担当者、
産業医や産業看護職などの産業保健関係業務に従事す
る方にぜひ受講頂き、社内での体制の整備等をお願い
します。
　日　時：平成30年２月21日（水）13時～
　場　所： 横浜第二合同庁舎（横浜市中区北仲通5－

57）１階　共用第1会議室
　参加費：無料
　参加申し込みは、神奈川労働局ＨＰから申込書をダ
ウンロードして、郵送又はＦＡＸで行えます。
（http://www.kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.
go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_
seido/eiseisurogan.html）

労働基準監督署
からのお知らせ

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
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事務局だより

　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。
　更に今年は、第77回全国産業安全衛生大会が10月
17日から３日間、横浜で25年ぶりに開催されます。
参加予定数は、11,000名規模です。そのうち3,500名
は、神奈川県に期待されています。相模原支部へ
の参加者期待数も桁違いの、310名となっています。
これから開催までに何かとご協力頂くことが出てき
ますので皆様のご尽力を切にお願い申し上げ、新年
のご挨拶と致します。

　10月の中ごろ１泊２日の社内研修に参加した。各
支社からの参加のため場所は広島であった。時間に
余裕があれば世界文化遺産の厳島神社に寄ってきた
かったが、そうもいかず２日間缶詰であった。研修
内容は上司、部下との接し方というかコミニュケー
ションをテーマにした研修会である。正直この齢に
なって、若い人に行ってもらった方がとの思いがあ
り、あまり乗り気ではなかった。おまけに当日は雨
が追い打ちをかけ新幹線内のビールを楽しみにする
くらいでしかなかった。
　ずいぶん前にも似たような研修会に参加したこと
があったが思い返すと、実際はそんな風にうまくは
いかない、自分の職場は違う、それにどんな意味が
あるのかなどと頭から納得せず素直に受け入れよう
としていなかった気がする。それから齢を取ったせ
いかいくらか人の話に耳を傾けられるようになった
ようで講師の方の言葉が自然に耳に入り自分自身の
中で判断しようとしていた。その中でちょっと気に
なったフレーズは「人の話を聴く」長く聴くのでは
なく、しっかり聴く、きちんと聴く姿勢が相手の話
しやすさや安心感を引き出すようである。途中で人
の話をさえぎったり、偉そうに提案らしいことを言
ってることを思い返してしまった。それともう一つ
「信頼関係を築く」信頼関係を築くことは単純に考
えると大変ハードルが高く時間と労力をかけないと
むつかしいと思ってしまうが、そこまで堅苦しいも
のではなく本音で話す上での土台作りというような
とらえ方を私はした、共通の話題を探す、同じ目線
にする、同じ立場で話す、これなら話の苦手なこの
私でも少しはできそうな気がした。これ以外にもコ
ミュニケーションをより効果的に行うスキルを講義
してもらったが、たとえそのスキルを使えるように
なったとしてもその日から人との関係が劇的に変わ
るわけではなく、人との会話が饒舌に変化するわけ
でもない。ほとんどは前と変わらないかもしれない。
しかし、自分自身の中で何か意識の変化があるよう
な気がした。そんな思いがしただけでも参加してよ
かったと今は思う。私は一時期、有機溶剤作業従事
者教育をしていた時期があった。寝ている受講者に
どう対応したらよいかと思ったが、人に教えること
もその信頼関係に共通することがあるように思えた。

（衛生部会　竹内　記）

☆第77回全国産業安全衛生大会実行委員会
　２月８日(木)・詳細決定次第展開します。
☆第５回安全管理者選任時研修
　２月９日(金) 8:30 ～ 会場：支部
☆第２回衛生推進者養成講習会
　２月23日(金) 9:30 ～ 会場：支部
☆第５回職長教育講習会
　３月14日(水)、15日(木) 9:30 ～ の２日間
 会場：市民会館講習室
≪30年度≫
☆第１回新入社員安全衛生教育講習会
　４月５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11日(水) 13:30 ～ 会場：支部
☆第１回安全管理者選任時研修会
　４月13日(金) 8:30 ～ 会場：支部
☆第１回有機溶剤作業従事者教育
　４月17日(火) 9:30 ～ 会場：支部
☆支部定時総会
　４月20日(金) 15:30 ～ 会場：市立産業会館ホール
☆第１回職長教育講習会
　５月15日(火)、16日(水) 9:30 ～ の２日間
 会場：市民会館第２大
☆第１回安全衛生推進者養成講習会
　５月22日(火)、23日(水) 9:30 ～ の２日間
 会場：支部

当面の事業予定

編　集　後　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
※　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.042-772-0031 　　　　FAX:042-703-3001


