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第６９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

「こころとからだの健康づくり
みんなで進める働き方改革」

　日頃から、会員事業場の皆
様方におかれましては、当監
督署の行政運営にご理解ご協
力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、今年も全国労働衛生週間を迎えることと
なりました。平成29年の県内の職業性疾病による
災害発生状況を見ますと、死亡災害は、長時間・
過重労働に起因した脳・心臓疾患による死亡者
３名で、直近７年間の死亡者計46名のうち、脳・
心臓疾患による死亡者は30名（65％）に及んでい
ます。また、休業４日以上の死傷者は554名、そ
のうち腰痛が全体の78.3％を占めています。一方、
平成29年の県内の一般健康診断結果の有所見率は
54.9％と高止まりの状況で、脳・心臓疾患や精神
障害による労災認定件数も依然として高い水準に
あります。このような状況から、ストレスチェッ
ク制度の確実な履行、過労死等防止対策推進法及
び過労死等の防止のための対策に関する大綱によ
り過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現へ
の寄与、平成28年６月に閣議決定された「ニッポ
ン一億総活躍プラン」に基づき、疾病を抱える労
働者の治療と職業生活の両立支援等が求められて
いるところです。
　また、本年７月６日に公布された「働き方改革

を推進するための関係法律の整備に関する法律」
により、①時間外労働の上限規制の導入［時間
外労働の上限について、月45時間、年360時間を
原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年
720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複
数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定す
る必要があります］、②年次有給休暇の確実な取
得［使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与さ
れる全ての労働者に対し、毎年５日、時季を指定
して有給休暇を与える必要があります］、③産業
医の活動環境の整備［産業医を選任した事業者は、
その事業場における産業医の業務の内容等を常時
各作業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付け
る等の方法により労働者に周知させなければなら
ない、事業者は、産業医の勧告を受けたときは当
該勧告の内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会
に報告しなければなりません］、④正規雇用労働
者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁
止［同一企業内において、正規雇用労働者と非正
規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労
働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの
個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されま
す］等が規定されています。
　このような背景を踏まえ、今年度は、
「こころとからだの健康づくり
　　　　　　　　　　みんなで進める働き方改革」
をスローガンに全国労働衛生週間が展開されます。
これを契機に、労働衛生意識の高揚を図るととも
に、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進が図
られますようお願いいたします。

平成30年度第69回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　松渕　由紀夫
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平成３０年度全国労働衛生週間
相模原地区推進大会

　第69回を迎える全国労働衛生週間は、10月１日
～７日の１週間、全国規模で各事業場にて行われ
ます。それに先駆けて、９月に準備期間として各
地区にて推進大会が行われています。神奈川県内
も労働基準監督署管内毎に労働災害防止団体が主
催で開催しております。
　本年度のスローガンは、『こころとからだの、
健康づくり　みんなで進める働き方改革』です。
　相模原労働基準監督署管内でも相模原労働災害
防止団体連絡協議会の共催にて９月７日に370名
の参加者を迎え市民会館ホールに於いて開催致し
ました。
　大会は、建設業労働災害防止協会神奈川支部相
模原分会、篠崎分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、渡辺会長からの
主催者代表挨拶に続き来賓の挨拶が相模原労働基
準監督署の松渕署長、相模原市環境経済局経済部
の岩本部長、更に相模原市医師会産業医部会の竹
村会長よりご祝辞をいただきました。
　次に、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９
事業場、功績賞８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
載のとおりです。受賞された皆様については、謹
んでお祝いを申し上げます。
　次に、相模原労働基準監督署　大須賀安全衛生
課長より全国労働安全衛生週間実施要項について
の説明がありました。今年は、働き方改革法案等
に関するリーフレット等、配布資料の種類は過去
最高であり袋詰めも大変でしたが、説明も大変だ
ったと思います。ご苦労様でした。
　特別講演は、『みんなで取り組む
　　　　　　　　　治療と仕事の両立支援』を
テーマに講師は、北里大学医学部公衆衛生学助教
江口先生から治療と就活が何故必要なのか、どう
あるべきなのかを、企業側のメリットも含め１時
間の講演をして頂きました。

　最後に、日本ボイラ協会神奈川支部相模原地区
会神部地区会長による閉会の辞で相模原地区推進
大会は終了致しました。本大会にご協力頂いた皆
様に感謝致します。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
した功績賞は、次のとおりです。
 ・須﨑　英伸　　峡の原工業団地協同組合
 ・北林　秀樹　　東京化学塗料(株)
 ・田中　大介　　(株)サンコーシャ
 ・浅見　佳寿　　日本山村硝子(株)

　10月17日～ 19日に行われる全国産業安全衛生
大会in横浜の開催まで残りわずかとなりました。
NET申込は、10月10日で締め切りです。
　NET申し込みは、神奈川県内の事業場であれば
神奈川労務安全衛生協会の割引価格となります。

　且つ、相模原市内の事業場からの申込は＋２千
円割引です。つまり、12,900円が9,600円となります。
　申込は、当協会ホームページ及び当支部ホー
ムページで可能です。当協会ホームページトッ
プ画面の全国大会申込みはこちらをクリックし
て下さい。
　申込が完了すると申込完了メールが届きます。
　地元開催ですので、より多くの事業場からの申
込をお願い致します。

全国産業安全衛生大会参加券の
申込忘れはないですか？
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我が社の労働衛生週間
北里大学健康管理センター

１．北里大学の概要
　北里大学は学祖・北里柴三郎の教えを「開拓」「報
恩」「叡智と実践」「不撓不屈」として建学の精神に
反映しています。薬学部、医学部、看護学部、医療
衛生学部の医療系学部のほか、獣医学部、海洋生命
科学部、理学部があり、さらには７つの大学院と２
つの研究所、４つの病院を有する教育機関です。全
国に５つのキャンパス（東京都港区、神奈川県相模
原市、埼玉県北本市、青森県十和田市、新潟県南魚
沼市）を持ち、組織の多様性と総合力を活かしなが
らあらゆる生命科学分野をカバーし、学問領域にと
らわれない柔軟な教育と問題解決に向けた実践的な
研究を行っています。

２．健康管理センターとは
　健康管理センターは、本学の学生及び教職員が健
康で充実した生活を営むことができるように必要な
保健・心理教育を行うとともに、それぞれのキャン
パスに保健室、学生相談室、教職員相談室を置き、
学生及び教職員の健康維持・増進のために健康診断、
健康相談等の保健管理を行っています。相模原キャ
ンパスにある健康管理センターは、相模原市からは
施設名「北里大学健康管理室」で診療所開設許可を
得て運営しています。
　保健室では学生・教職員が身体の不調を訴えた時
に訪れる場所であり、利用する学生は少なくなく、
病院に受診するには及ばないものの保健師や医師に
よる医療相談や保健室内休憩室は大変ありがたい場
所でもあります。また教職員にとっては健康診断結
果に基づく事後措置を行う重要な部署でもあります。
一方、昨今のストレスの多い社会の影響を受け、様々
な悩みを抱える学生・教職員も多く、学生相談室や
教職員相談室は心理的なサポートに大きな役割を担
っています。

３．身体的保健管理としての健康管理センターの業
　　務
　健康管理センターの業務は大きな括りとして健康
診断業務と予防接種業務があります。
（１）健康診断業務
　健康診断はそれぞれのキャンパスで個別に行わ
れています。相模原キャンパスでは、学生（約
5,500名）は学校保健安全法により４月入学式を
挟む週の５日間に学生定期健康診断を、教職員（約
4,200名）は労働安全衛生法により６月下旬から
７月初旬の11日間に北里大学東病院及び北里大学
病院で定期健康診断、前期特殊業務健康診断を実
施しています。また９月には定期健康診断時の再
検査対象者に再検査を行い、さらに12月～１月に
後期特殊業務健康診断と次年度入職者雇用時健診

を行っています。特に４月の学生健診と６月教職
員定期健診は短期間で大多数の受診者を対象とす
るため、毎年一大イベントとなっています。
（２）予防接種業務
　学生に対しては教育機関内における感染防止及
び実習先での医療関連機関感染防止の手段として、
集団の免疫度を高めるため、４種感染症（麻しん、
風しん、流行性耳下腺炎、水痘）、B型肝炎のワ
クチン接種を実施しています。また、教職員に対
しては新規入職者雇用時健診で抗体検査を実施し、
医療機関に配属となった職員で抗体価が基準値に
満たない場合には４種感染症、B型肝炎のワクチ
ン接種を行っています。
　さらに学生と教職員に対しては、10月から12月
にかけて順次インフルエンザワクチンを接種して
います。

４．平成30年度当初に発生した麻しん感染拡大にて
　平成30年３月下旬に台湾からの旅行客が沖縄県内
を旅行中に麻しんと判断され、この患者と接触歴の
あった二次感染例から神奈川県でも感染拡大が懸念
されました。感染予防や罹患した場合の重症化を防
ぐために、２回の予防接種で感染する確率を抑える
ことができます。すなわち、感染拡大に備えるには
事前に個人が自己の予防接種歴と罹患歴を把握する
必要があり、母子健康手帳あるいは予防接種証明書
等を確認すること、そして接種歴が不明であれば抗
体価検査を行い、基準値に満たない場合はワクチン
接種を実施しておくことが重要であることを改めて
認識させられた出来事でした。

（衛生部会　編集委員　山腰　記）
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会社を取り巻く環境測定のお手伝い
◎作業環境測定　◎排ガス測定
◎水質・大気・騒音・振動・臭気測定
◎土壌調査等
◎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
建築物空気環境測定事業登録

〒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

新名称：ＭＨＩファシリティーサービス（株）
〈旧名称：菱重ファシリティー＆プロパティーズ（株）〉

「更に、一層幅広いお客様のニーズにお応えするため工場・施設管理部は会社分割となりました。詳細はH.P.をご覧ください。」

労働基準監督署
からのお知らせ

１メンタルヘルス対策関係助成金について
　メンタルヘルス対策に取組むことは従業員とその家族
の幸せを確保するだけではなく、働きやすい職場環境の
実現等を通じて、企業の生産性向上にもつながります。
　ストレスチェックの集団分析・職場環境改善など、具
体的なメンタルヘルス対策の取組について、産業保健総
合支援センターの専門家の支援を活用して進めましょう。
①心の健康づくり計画助成金
　メンタルヘルス対策促進員の助言・指導を受けて「心
の健康づくり計画」を作成・実施した場合、助成金が
受けられます。
②ストレスチェック助成金
　常時50人未満の労働者を使用する事業場が医師と契
約してストレスチェックを実施した場合、助成金が受
けられます。
③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の結果を活用し
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き実施。
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･支援に基づき実施。
④�小規模事業場産業医活動助成金（産業医コース、保
健師コース、直接健康相談環境整備コース）
　労働安全衛生法第13条の２において、常時50人未満
の労働者を使用する事業場については産業医の選任義
務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必
要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健
康管理の全部又は一部を行わせるように努めなければ
ならないこととされています。
　職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご
活用ください。
産業医コース･･･産業医と産業医活動の一部又は全部
を実施する契約を締結し、実施した場合に助成を受け
ることができる制度です。
保健師コース･･･保健師と産業保健活動の一部又は全
部を実施する契約を締結し、実施した場合に助成を受
けることができる制度です。
直接健康相談環境整備コース･･･産業医と締結する産
業医活動契約、又は保健師と契約する産業保健活動契
約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者

が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場
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）労働者健
康安全機構(http://www.johas.go.jp/)�(ナビダイヤル
:0570-783046)へお問い合わせください。

２化学物質対策に係る支援事業について
　労働安全衛生法の改正に伴い、一定の危険有害性のあ
る化学物質について、譲渡提供時に容器などへのラベル
表示が義務付けられ、またこれら化学物質を取り扱う全
ての事業者に、化学物質のリスクアセスメントを行うこ
とが義務化されています。
　平成30年度厚生労働省「ラベル・ＳＤＳ活用促進事業」
で以下の支援を行っています。
①化学物質のリスクアセスメント訪問支援
　無料で中小規模事業場に、専門家が訪問し、化学物
質のリスクアセスメント支援と対策のアドバイスを行
います。（セミナー形式も可能です）
②化学物質管理の無料相談窓口
　ラベルやＳＤＳの記載内容の理解やこれを活用した
リスクアセスメントの方法にお困りの事業者や担当者
の皆様からのご質問にお答えします。事業場の規模等
対象に制約はございませんので、お気軽にご相談くだ
さい。
相談ダイヤル：０５０－５５７７－４８６２
E-Mail：soudan@technohill.co.jp
受託者：テクノヒル(株)

３治療と仕事の両立支援に係る助成金の拡充について
　労働者の障害や傷病治療と仕事の両立を支援するため
の制度導入等を行う事業主に対する障害者雇用安定助成
金（障害・傷病治療と仕事の両立支援制度助成コース）
が今年度から拡充されました。
①環境整備助成
　労働者の障害や傷病治療と仕事の両立のための柔軟
な勤務制度や休暇制度を導入し、かつ、両立支援に関
する専門人材（※）を社内に配置した事業主に対する
助成。
・企業在籍型職場適応援助者を配置　…30万円
・両立支援コーディネーターを配置　…20万円
　※専門人材には所定の研修が必要です。
②制度活用助成
　両立支援コーディネーターを活用して社内制度を運
用し、就業上の措置を行った事業主に対する助成…20
万円
　助成金の詳細については、厚生労働省ホームページ
をご覧になるか
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000162833.html)、神奈川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。
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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

４受動喫煙防止対策に係る支援事業について
　労働安全衛生法第68条の２において「事業者は、労働
者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の
実情に応じて適切な措置をとるよう努めるものとする。」
とされており、今年度、労働基準行政としては下記の支
援事業を行っております。
①�屋外喫煙所や喫煙室などの設置にかかる費用の助成
（受動喫煙防止対策助成金）
対象：中小企業事業主
助成率：１／２（上限100万円、飲食店への助成率は
今年度２／３）
問合せ先：神奈川労働局健康課(045-211-7353)
②�受動喫煙防止対策の技術的な相談の受付（電話相
談・実地指導）、周知啓発のための説明会の開催、
企業・団体の会合への講師派遣（※委託事業）
対象：すべての事業主
相談ダイヤル：050-3537-0777
受託者：（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会
※費用は無料です。
③�空気環境の測定機器（粉じん計、風速計）の貸出し
（※委託事業）
対象：すべての事業主
受付ダイヤル：03-3635-5111
受託者：柴田科学（株）
※費用（貸出料金、往復送料）は無料です。

５�ロールボックスパレットに係る安全作業講習会の開催
について
　ロールボックスパレットについて、その普及に伴い近
年労働災害が多数発生しているところです。
　このような状況を踏まえ、平成30年度厚生労働省委託
事業「陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落
災害等防止対策推進事業」の一環として、（一社）日本
労働安全衛生コンサルタント会による「ロールボックス
パレットに係る安全作業講習会」が、下記日程により神
奈川県内３箇所で開催されることとなりました。
　この講習会は、座学と実技により、ロールボックスパ
レットの安全使用及び使用時における労働災害防止対策
についての周知・普及を図るものです（参加費無料）。
　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(http://www.conkana.org)（045-633-3618）
までお問い合わせください。
①県央地区：９月26日（水）13:00 ～ 16:30
　相模女子大グリーンホール 多目的ホール
②横浜地区：11月２日（金）13:00 ～ 16:30
　横浜市社会福祉センター８Ｆ 大会議室８Ａ･８Ｂ
③川崎地区：11月28日（水）13:00 ～ 16:30
　サンピアンかわさき４Ｆ 第３会議室

６�労働基準法の改正等に係る訪問支援等について
　本年７月６日に「働き方改革を推進するための関係法
律の整備に関する法律」が公布されました。
　今後、労働基準法等の改正内容について、円滑な施行
に向けて着実に周知を図る必要があります。
　そのため、当署では、事業主に労働時間に関する法制
度の理解を深めていただくことを目的として、当署職員
が各事業場を訪問し、実態に即したアドバイスをさせて
いただく「訪問支援」を実施することとしました。
　これは、監督署が行う立入調査ではなく、専門の支援
チームが、個別の事業場の要望に応じて会社を訪問し、
改正法の内容を含め労働時間制度に関する説明を行い、
事業場の自主的な改善や改正法施行までの準備を円滑に
行うことができるよう、細やかな相談に応じるものです。
　日頃から労務管理に疑問をお持ちの事業場、今回の法
改正の対応にお悩みの事業場の皆様は、お気軽に当署担
当者（支援班）あてにお問合せください。
　また、当署において定期的に説明会等も開催しており
ますので、日程の確認、ご参加の申込み等につきまして
も支援班あてにお問合せください。
担当：相模原労働基準監督署 支援班　
電話：042-752-2051（相模原労働基準監督署）
７�最低賃金が改正されます。
「雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。」
「使用者も、労働者も必ず確認、最低賃金。」
　平成30年10月１日から神奈川県最低賃金が

　　　　９８３円（２７円引き上げ）
に改正されます。
　神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・
パート・アルバイト等の雇用形態や呼称を問わず、すべ
ての労働者とその使用者に適用されます。
　また、中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無
料相談を用意しておりますので、詳しくは下記「神奈川
働き方改革推進支援センター」又は相模原労働基準監督
署にお問い合わせください。

　神奈川働き方改革推進支援センター
　（神奈川県中小企業団体中央会受託）
　【本所】
　所在地：横浜市中区尾上町5-80
　　　　　神奈川中小企業センター９階
　電　話：045-307-3775
　【支所】
　所在地：海老名市めぐみ町6-2
　　　　　海老名商工会議所内
　電　話：046-204-6111
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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.042-772-0031 　　　　FAX:042-703-3001

編　集　後　記

　今年は、信じられないほどの猛暑が続きました。38度を
超える猛暑日が続き、熊谷市では５年ぶりに国内最高気温
を更新したりと、非常に過ごし辛かった印象です。
　暑さの苦手な自分は特に、「不要不急の外出は控えまし
ょう」とか、「屋外での活動は一人では行わない」など、
今まであまり意識したことのない暑さ対策が必要でした。
以前所属していた部署の業務で数回インドネシアに出張が
ありましたが、暑いといってもせいぜい33度付近まででし
たし、気温と体温にほとんど差がないというのはなかなか
無い経験です。
　ところで体温といえば、日本人の平均体温は1957年の統
計では約36.9度、2008年の統計では約36.1度と、50年間に
約0.8度も下がっているそうです。ちなみに、欧米人の平
均体温は約36.9度あるそうで、世界的に見ても現代の日本
人の体温は低い方に分類されているそうです。
　体温が１度下がると免疫力は30％も下がってしまうほか、
血流が悪くなり汗も出にくくなるため、体温調節が難しく
なるとのこと。そうすると、体感的にも猛暑がよりきつく
感じることと思われます。
　この50年間で平均体温が0.8度も下がった要因として、 移
動が便利になって歩かなくなり筋力が低下する等の運動不
足、VDT作業の増加によって姿勢が悪くなって血流が悪く
なる、自動販売機やコンビニが普及して常習的に冷たい飲
み物を過剰に摂取できるようになったこと、ストレスが増
加して体中の緊張増加を引き起こして血流を悪化させる、
といったことが主に挙げられるそうです。
　日本では他にも、低体温だとガンになりやすいと言われ
ていたり、逆に低体温で寿命が延びる研究結果が数多く報
告されていたりするのを聞いたりもします。はたして、体
温の高低はいったいどちらが良いのでしょうか・・・？
　低体温で寿命が延びるという研究結果から、長寿のため
だけを考えれば過度な運動や食事を避けて、体温を上げ過
ぎない環境が一番いいのかもしれませんが、適度な運動は
筋肉量を増やして体温を上げるものの、活性酸素の発生を
通じて体の抗酸化能力を活性化して、死亡率を低下させて
いるようだという研究結果もあり、またストレス解消の効
果も期待できるそうです。そう考えると、体温の高低に一
喜一憂せず、通常の生活をおくっていく中で、日常的に適
度に体を動かす習慣を付けることが最終的には健康長寿に
つながるのかなぁと、思い至りました。
　医学にはまったく疎い自分が、い
ろいろな情報に翻弄されながらも導
き出した結論は、気温も体温も健康
も、何事も適度がちょうどいい！ 
でした。

（㈱サンコーシャ　田中　記）

相模原支部講習会の
Net申込みを開始しました

　　 メリット

・ 自席のPCで受講申し込みが完了し、受講
票メール（会場地図付き）が届きます。

・ 受講手続きがスピードアップされ、受講
可否が直ちに判明します。

・ 本部のNet IDが各支部共通で使えます。
支部で取得したNet IDは、本部の講習申
し込みにも使えます。

・ 一部講習会の受講料にNet割引が適用され
ます。

〒252-0239 相模原市中央区中央3-8-8 桐生ビル２Ｆ
　　　（公社）神奈川労務安全衛生協会相模原支部
　　　TEL：042-751-9396　FAX：042-751-6587
e-mail：sagamihara@roaneikyo.or.jp
http://www.roaneikyo.or.jp/shibu/sagamihara

支部Net申込み

本部のNet IDを使い
ログインし申込み

会員

新規にNet IDを取得

ログインして申込み

会員番号と
認証番号　
の申請　　

一般･個人

本部のNet申込み経験は？

有 り 無 し


