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平成 30 年 元旦

今年もよろしくお願い申し上げます

 支 部 長 松井　幹雄
  横河電機株式会社
  執行役員　人財・総務本部長

 副支部長 越野　隆義
  住友重機械工業株式会社　

  田無製造所所長

 副支部長 沢村　哲志
  株式会社東急百貨店　

  吉祥寺店業務運営部長

 副支部長 奥西　英夫
  コカ・コーライーストジャパン株式会社
  製造統括部多摩工場工場長

  他役員・事務局職員一同

 三鷹労働基準監督署職員一同
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★Ｎｏ.252（平成21年10月号）から住所が変更になりました！
　修正してアウトラインにしてあります。
　使用フォントは、行楷書体Ｈ（フォントワークス）を使用しています。
　※「行楷書体Ｈ」は、『材料＿捨てないで』の中に入ってます。
　　また変更があったら使用してください！
　090904＿こんどう

★Ｎｏ.262（平成24年4月号）からHPアドレスが追加されました。
　120304＿伊藤

★Ｎｏ.268（平成28年4月号）から組織の名称が変更になりました。
　新名称が長いため、レイアウト変更しました。
　160317＿子安

http://www.mitaka-roukikyo.or.jp
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　新年あけましておめでとうございます。

　旧年中は、会員の皆様、事務局の皆様には事業運営に対し、多大なるご支援・ご協力を賜り

ましたことを深く感謝申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと地震や台風による大雨の被害などの自然災害で、多くの被害が

発生しました。また、通常では信じられない殺害などの歴史に残る事件もありました。災害も

事件も防げるものならば全て回避したいところですが、到底困難なことと改めて認識させられ

ました。今は防災でなく減災、危うきに近寄らずといった時代とも言えます。

　一方で、スポーツ界では明るいニュースが続出しています。100m 走での 9 秒台の争いとか、

様々なスポーツでの新人の登場、逆に年齢を重ねても経験を生かした活躍など、2020 年の東京

五輪にも大きな期待が持てそうな現状です。人の潜在能力や努力、そして感動を世界中で共有

できるスポーツが、人に与える感動や勇気、一体感などは、まだまだ人間の未来への可能性を

感じさせられます。

　このような現代のなかで、我々を取り巻く労働界では「長時間労働の削減」「働き方改革」「ダ

イバーシティ」など、労働者の働く環境や考え方を根本的に変える動きが活発化してきており

ます。働く環境が変化するなかでも「安全第一、健康な体作り」といった基本軸をぶらさずに、

新たな一年を健康に健全に歩んでいけたらと考えています。

　末筆となりますが、会員各社様の益々のご繁栄、ご発展を祈念いたしまして、新年の挨拶と

させていただきます。

新年の御挨拶

（公社）東基連三鷹労働基準協会支部
支部長　松井 幹雄
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新年の御挨拶

三鷹労働基準監督署長
木口　悌二

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　公益社団法人東京労働基準協会連合会三鷹労働基準協会支部並びに会員の皆様におかれましては、日
頃、労働基準行政の推進にあたり御支援・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　最近の経済情勢は、企業が最高益を上げ、有効求人倍率も過去の最高水準に達している状況にありま
すが、世間一般の人々が実感できるまでには至らないとも言われています。
　この様な状況下において、少子高齢化が着実に進んでおり、現状のままでは将来の就労人口の減少と
共に ､ 我が国の経済が後退する可能性が高いことから ､ 経済の維持 ･ 向上には、高齢者や女性の社会参
加を一層進め、雇用者数の増加を図らなければいけません。
　政府としては、誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の実現に向け、「働き方改革」を強力に推し進め
ており、平成 29 年３月に決定した「働き方改革実行計画」により、「同一労働同一賃金など非正規雇用
の処遇改善」等について検討が進められ、実現に向け取り組んでいるところです。
　東京労働局では、今年度の行政運営方針において、「誰もが安心して活き活きと働けるＴＯＫＹＯへ」
をスローガンに掲げ、「働き方改革」の推進などを通じた労働環境の整備 ･生産性の向上と、「全員参加
の社会」の実現加速の２つを最重点課題として取り組む事としており、労働基準監督署としても同様に
取り組んでいます。
　当署においては、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止対策を積極的に推進し、１か月
当たり時間外労働・休日労働時間数が 80 時間を超えていると考えられる事業場の全てを監督対象にして
実施し、長時間労働による過労死等労災請求事案も同様に全数監督しました。また、過労死等防止対策
推進法を踏まえ、11 月の過労死等防止啓発月間に併せ「過重労働解消キャンペーン」として、重点監督
等を実施するなどの強化にも努めました。
　また、本年度は、「第 12 次東京労働局労働災害防止計画」（５ヵ年計画）の最終年度目になり、建設業
における墜落・転落防止対策、保健衛生業・小売業・飲食店等における転倒災害防止対策及び化学物質
による健康障害防止やメンタルヘルス対策を始めとする労働安全衛生対策を一層推進しました。
　今年も、貴協会支部と一層の連携を図りつつ、地域経済情勢や主要産業 ･ 企業の動向等を逐次、綿密
に把握し、その分析の上に立った各種施策の計画的な実施に努めます。
　また、地域の実情に合った機動的かつ、効果的な労働施策を実施していき、国民の皆様からの様々な
期待に応える行政運営に努める所存ですので、皆様からの一層の御支援・御協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　最後になりましたが、公益社団法人東京労働基準協会連合会三鷹労働基準協会支部の益々の御発展と、
会員の皆様の御健勝、御繁栄を心から祈念申し上げ、新春の挨拶とさせていただきます。
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木口署長 松井支部長 会場風景

　平成 29 年 12 月８日（金）午後２時より武蔵野スイングホールにおいて、平成 29 年度年末年始災害
防止大会が開催されました。
　第一部では、安全衛生管理優良事業場に対する表彰式が行われ、三鷹労働基準監督署長、（公社）
東基連三鷹労働基準協会支部長より表彰状が授与されました。

　第二部では、三鷹労働基準監督署高橋安全専門官から「年末年始無災害運
動実施要領」について説明がありました。
　また、「職場の安全をみる目～当たりまえのことをきちんと～」と題して、 

（一社）日本労働安全衛生コンサルト会東京支部の労働安全コンサルタントで
ある後藤氏より講演が行われました。

平成29年度  年末年始災害防止大会の開催

平成 29 年度　安全衛生表彰受賞事業場

三鷹労働基準監督署長表彰
◇アサヒグループ食品株式会社　仙川事務所　殿
◇横河マニュファクチャリング株式会社　殿
◇株式会社　長谷工コーポレーション
　　（仮称）ひばりが丘団地Ｅ２街区計画新築工事　殿
◇東急建設亜細亜大学新１号館建替工事作業所
　　亜大職長会　殿
◇佐野　隆継　殿（個人賞）

（公社）東基連三鷹労働基準協会支部長表彰
◇住友重機械工業株式会社　田無製造所　殿
◇藤友工業株式会社　殿
◇株式会社　電力テクノシステムズ　狛江事業所　殿 受賞事業場、個人の皆さまおめでとうございます。

後藤講師
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　労働安全衛生法第 12 条の２の規定により、労働者数 10 人以上 50 人未満の事業場において製造業、
建設業等所定の業種にあっては安全衛生推進者を、それ以外の業種ににあっては衛生推進者を選任し
なければならないとされております。
　今般当協会支部主催により、安全衛生推進者養成講習を
11 月８日（水）～９日（木）にかけて三鷹商工会館にて開催い
たしました。
　当日は 10 名の受講生が熱心に勉強し、最終日には全員に
修了証が交付されました。
　今後各事業場での活躍を祈念いたします。

安全衛生推進者養成講習  開催される

　昨年 10 月 25 日（水）に、武蔵野スイングホールにおいて、中央労働災害防止協会健康快適推進部
　研修支援センターの砂田講師による転倒災害防止対策講演会を開催いたしました。
　三鷹労働基準監督署管内の労働災害（平成 27 年、28 年）では、事故の型別のトップは転倒災害で、
転倒災害はどの業種においても発生しており、東京では労働災害の約４分の１を占めている状況から、
今回、「転倒災害防止対策」講演会を開催しました。

・ 転倒災害発生のメカニズムとしては、「不安全な状態」と「不安全な行動」が重なった場合 89.2％
の確率で災害が発生する。そのため、「不安全な状態」と「不安全な行動」を取り除くことが大
切である。

・ なぜ転倒災害が増えているか、厚労省の統計から 50 歳位から労働災害が増加する傾向にあり、
加齢による身体機能（脚筋力、視力、視野、聴力、瞳孔）の衰え等があげられる。

・ ソフト的対策によるリスク低減では、転倒等の災害リスクを把握するためのセルフチェックを行
い、身体的特性や身体的特性への認識、安全意識等の個人の状況から、自らの災害リスクを把握し、
改善することにより災害リスクの低減を図ることができる。

・ 転ばないからだづくりと体調管理では、職場体操等（デュアルトレーニング：二つのことを同時
に行うこと）いくつかの動きが連続し、順番を記憶して実施することで、大脳運動領野が活性化し、
不意にバランスを崩した時、うまく態勢を立て直すことがで
きる。

　まとめとして、「自分は転ばない、大丈夫」という過信、思い
込みがもっとも大きなリスクであり、自分のこととして積極的に
取り組みましょう、と結ばれていました。
　講演では、座学だけでなく演習として実際に身体を動かして体
験する場面もあり、参加された皆さんからもさかんに声が上がる
など、中身の濃い講演会となりました。

（公社）東基連三鷹労働基準協会支部・健康づくり研究会

「転倒災害防止対策の進め方」

転倒災害防止対策講演会開催

髙橋部会長

講習会風景

砂田講師

No.285
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　今年度は、11 月 10 日（金）八王子労働基準協会支部の事務局長様のご紹介で、（株）トッパンメディ
アプリンテック東京　日野工場様を見学させていただきました。例年貸切バスでの研修でしたが、今
年度は都内ということもあり、ＪＲ中央線の豊田駅に集合して、タクシーでの移動となりました。
　（株）トッパンメディアプリンテック東京　日野工場様は株式会社朝日新聞社と凸版印刷株式会社の
共同出資により設立され、新聞でカラー印刷を始めてトライした会社です。
　矢部様による会社紹介の後、新聞ができるまでをＤＶＤで説明していただき、その後実際に工場を
見学しました。まず驚いたのは巻き取り紙の大きさです。これは人間の力では移動できないため、自
動搬送台車で運ばれていました。この１本の巻き取り紙は 25 分で使い切るとのことから、いかに快
速に輪転機が刷り上げているかにも驚きました。工場内は殆どが自動化され作業者が数名いる程度で、
梱包・発送ラインには作業者は見かけません。ところが丁度トラックステーションに移動しようとし
た時に、トラブルが発生したようで、あちらこちらから作業者が現れ、見学していた我々は邪魔をし
てはいけないと隅に移動して様子を見ていましたが、案内される方もいままで見たことが無いと言っ
ていました。何台かのトラックに積み込んだ新聞の束を慌てて降ろす様子から、時間との闘いをまざ
まざと感じとる瞬間でした。
　見学後、安全衛生担当者より安全衛生活動の概要等の説明をいただき、また、ISO14001 を取得し
ていることから、環境にも配慮した事業活動を行っているとのことでした。
　最後の質問に対しても丁寧に対応いただき、中身の濃い有意義な研修会となりました。
　お忙しい時期に快く受け入れて下さいました、（株）トッパンメディアプリンテック東京　日野工場
の皆様に改めて感謝申し上げます。
　研修後八王子で遅い昼食をとりながら、もう一つの大きな目的である親睦もおおいに深めることが
できました。
　参加された皆様にもいろいろとご協力いただき心からお礼を申し上げます。

平成 29 年度  安全・衛生管理優良事業場
視察研修会  開催される

2018.1
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ぜひ、一度、お手持ちのスマホにインストールして、
体験することをおススメします。

　厚生労働省は ､ 学生や就労経験の浅い若者等が、労働条件に関する法律の知識につい

て、クイズを通して学習することができる、スマートフォンアプリ『労働条件（RJ）

パトロール！』を作成しました。App Store （iPhone）及び Play ストア（Android）

にて提供を開始しました。

　このアプリには、個性豊かなキャラククーと一緒に架空の会社をパトロールして、労

働環境の問題点を見つけ出すクイズや、労働関係法令に関する情報の閲覧や労働条件に

関する相談窓口の連絡先を確認する等の機能が付与されています。

アプリ画面

概　　要

労働関係法令学習用アプリケーション

「労働条件（RJ）パトロール！」

No.285



新規会員のご紹介

☆有限会社古川商事運 代表者　代表取締役　古川　丞
〒18１-０００４　三鷹市新川２-２-６ ＴＥＬ：0422-45-6988 一般貨物自動車運送業

☆丸栄建設株式会社 代表者　代表取締役社長　高橋　徹也
〒18１-０００2　三鷹市牟礼５-１-３ ＴＥＬ：0422-48-1289 建設業

■ 平成 30 年新年賀詞交歓会
 平成 30 年１月 17 日（水）　
 吉祥寺東急 REI ホテル

■ 職長安全衛生教育講習
 １月 23 日（火）～ 24 日（水）　
 三鷹商工会館

■ 労災保険給付の基礎講座
 ２月９日（金）　
 たましん RISURU ホール

■ 有機溶剤作業主任者技能講習会
 ２月 22 日（木）～ 23 日（金）　
 八王子労政会館

■ 酸素欠乏・硫化水素危険作業
 主任者技能講習
 ３月６日（火）、７日（水）、８日（木）
 八王子労政会館

■ 安全管理者選任時研修
 ３月 15 日（木）～ 16 日（金）
 三鷹商工会館

■ 雇入れ時安全衛生教育
 ４月 20 日（金）
 トヨタドライビングスクール東京（立川）

まだ余裕があります。
大勢の皆様の参加を
お待ちしております。

（公社）東基連三鷹労働基準協会支部

各種講習会のお知らせや

会報もHPにて閲覧できます。

こちらもよろしくお願いいたします！

ht tp : / /www.mi taka-rouk ikyo .or. jp


