30

7

No.287

http://www.mitaka-roukikyo.or.jp

全国安全週間を迎えて
三鷹労働基準監督署長

木口

悌二

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会員の皆様には、日ごろ労働基準監督署の業務
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。
さて、全国安全週間は、昭和３年に第１回が、全国で統一されて開催され、今年で91回を迎えました。６月１
日から６月30日までを準備期間、７月１日から７日までの７日間を本週間として実施しています。
また、今年度の全国安全週間のスローガンは、
「新たな視線で見つめる職場 創意工夫で安全管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災害」
を掲げて、働く方一人一人がかけがえのない存在であり、各事業場で一人の被災者も出さないという基本理念の下、
日々の仕事が安全なものとなるよう、不断の努力が必要であると呼びかけています。皆様におかれましては、全
国安全週間中に積極的に取組まれますようお願いします。
次に、今年度の労働基準行政の重点課題は、ひとつは「働き方改革」になります。安倍総理大臣が中心となっ
て進められ、先日、関連法案が衆議院で可決され、参議院で審議されています。
労働基準法や労働安全衛生法の改正部分では、時間外労働の上限規制の導入、中小企業における月60時間超の
時間外労働に対する割増賃金の見直し、一定日数の年次有給休暇の確実な確保、労働時間の状況の把握の実効性
確保、フレックスタイム制の見直し、特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設、
産業医・産業保健機能の強化などとなります。これら以外にも、労働時間等設定改善法、パートタイム労働法、
労働契約法、労働者派遣法の改正も行われる予定です。
働き方改革の取組は、将来の日本経済の根幹を支えるものとなり、大変重要になります。
ふたつ目は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止と、第13次防労働災害防止計画（平成30年か
ら５カ年間）による労働災害の減少となります。
労働者の時間外労働が１月で100時間超えや、２～６カ月平均で月80時間を超えると、心疾患、脳疾患、精神障
害の何れかを発症する危険性が増幅します。この様な場合、過労死等の労災として扱われることになるため、防
止するためには、時間外労働を出来る限り月45時間位内にするように改善を図る事が重要になり、また、医師に
よる面接指導を受けさせて、医学的見地から発症を防止する取組も重要になります。
また、第13次防労働災害防止計画は、平成30年から５カ年計画で進め、今年が初年になります。基本目標は平
成29年に比較して、死傷を５％減少（539→512件）、死亡を15％減少（６→５件）としています。
しかしながら、当署の今年５月末現在の労働災害の発生状況は、181件で昨年同期と比較すると43.7％増加して
います。業種別で見ますと、運輸交通業で46件（170.6％増）、保健衛生業で27件（28.6％増）、その他の３次産業
で24件（84.6％増）、接客娯楽業で18件（100％増）、清掃と畜業で13件（114.3％増）とほとんどの業種で労働災害
が増加している状況になっています。
業種ごとに多発する事故の型が異なりますので、その特性に合わせて、リスクアセスメント等を実施して、労
働災害の危険因子を取り除くことが重要になります。また、労働安全衛生管理体制の確立・整備や労働安全衛生
教育の徹底、危険箇所、危険作業の見える化等により積極的に取組むことも有益になります。
最後に、最低賃金と無期転換ルールになりますが、現在の東京都最低賃金は時間額で958円となっています。毎
年10月に改定され、最近は大幅な上昇が続いています。全国平均で時間額1,000円以上を目指していますので、今
年も同様に上がることが予測されます。皆様も今のうちから準備をお願いします。
また、無期転換ルールについて、１年契約で更新を繰り返しているパートタイム労働者のような有期雇用の方が、
５回更新した場合、本人の申し出で、無期の労働契約への転換を求められた際は、労働契約法では翌年は無期の
労働契約にしなければならないルールになっています。
平成25年４月１日に施行された労働契約法で定められましたので、今年の４月以降、そのような申し出をする
ことが出来る事になります。しっかりとした対応をよろしくお願いします。
結びに、会員皆様のますますの御発展と御健勝、無事故、無災害を心から祈念いたします。
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平成30年度会員総会開催される
当協会の平成30年度会員総会が、去る５月23日
（水）吉祥寺東急ＲＥＩホテルにおいて、三鷹労働基準監督署
長 木口 悌二様、副署長 細谷 雅紀様のご臨席をいただき、開催されました。
始めに松井支部長より、役員改選等重要な審議があることなどについて触れながらの挨拶に続いて議案審
議に入り、全て原案どおり可決されました。
新役員として、支部長には横河電機（株）松井
倉持

利夫氏、（株）東急百貨店

沢村

幹雄氏が、また副支部長３名には住友重機械工業（株）

哲志氏、コカ・コーラボトラーズジャパン（株）奥西

英夫氏が

それぞれ選出されました。
また、会計２名には、NTT情報ネットワーク総合研究所
幹事２名には、アツデン（株）佐藤

植草

文典氏、
（株）共和電業

河原

祐司氏、高津装飾美術（株）森

浩志氏が、

博之氏がそれぞれ選任されました。なお、

新幹事の皆さんは別表のとおり承認され、松井新支部長を始めとする新役員体制でのスタートとなりました。
総会後の懇親会では、三鷹公共職業安定所
専務理事

滝澤

所長

須藤

正雄様と（公社）東京労働基準協会連合会本部

成様のご臨席をいただきました。

以下、平成30年度事業方針、事業計画などについて掲載いたします。
※議案書掲載記事
１、第３号議案

平成30年度事業計画（案）［基本方針］、［月別事業計画］

２、第６号議案 （公社）東基連
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三鷹労働基準協会支部

役員（幹事）（案）

木口署長

松井支部長

（公社）東基連
滝澤専務理事

三鷹公共職業安定所
須藤所長

平成３０年度 事業計画（案）

６

５

４

月

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ａ（共催学 6/16 実 6/23）

事務局長会議

（共催 6/14.15）

職長及び安全衛生責任者教育講習

職長等安全衛生教育講習（共催 6/14.15）

（共催学 6/30 実 7/8）

ｸﾚｰﾝ運転業務特別教育講習

有機溶剤作業主任者技能講習（共催 6/28.29）

（共催学 6/15.16 実 6/17.2324）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｄ

（共催学 6/16 実 6/17.2324）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

（共催学 6/15.16 実 6/23）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｂ

全国安全週間説明会（6/7）

職長安全衛生教育講習（１社単独）

衛生推進者養成講習（共催 5/29）

安全衛生推進者養成講習（共催 5/15.16）

玉掛け技能講習（共催学 5/12.13 実 5/20）

（共催学 5/9 実 5/12.13.20）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

東基連定時総会（6/12）

支部総会（5/23）

実務対応（5/22）

ﾍﾞｰｼｯｸｾﾐﾅｰ：新たな労働時間法制、いまから進める

本部理事会（5/11）

雇入れ時安全衛生教育講習（共催 4/20）

（共催学 4/14 実 4/15.21.22）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

幹事会（4/26）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ａ（共催学 4/14 実 4/21）

地区協会連絡協議会（4/17）

全 衛 生 部

事務局長会議（4/17）

安
安全管理者選任時研修（共催 4/4）

務 部

（共催＝他協会との共催）

業務監査（4/19）

総

【月別事業計画】

積極的な推進に取り組むこととする。

するなど、会員へのサービス向上と収益の改善に努め、円滑な協会支部運営に向け、公益事業の

会連合会及び三鷹労働基準監督署との連携を強化し、また、多摩地区での講習会等を共催で開催

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は、公益社団法人東京労働基準協

【基本方針】

第３号議案

１２

１１

１０

９

８

７

安全衛生部会（健康づくり研究会）

特化物・四アルキル鉛技能講習（共催 12/11.12）

（共催学 12/1 実 12/2.8.9）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

地区協会連絡協議会
事務局長会議

年末年始労働災害防止大会

年末年始労働災害防止大会

安全衛生推進者養成講習（共催 11/29.30）

アーク溶接（共催学 11/17.18 実 11/25）

有機溶剤作業主任者技能講習（共催 11/15.16）

（共催学 11/6 実 11/10.11.17）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

管外優良事業場視察研修（共催 11/2）

全国産業安全衛生大会

メンタルヘルス講演会（10/26）

安全管理者選任時研修（共催）

（共催学 10/27 実 11/4）

ｸﾚｰﾝ運転業務特別教育講習

安全衛生部会（健康づくり研究会）

自由研削といし（共催 9/2）

（共催 9/26.27.28）

酸欠・硫化水素危険作業技能講習

玉掛け技能講習（共催学 9/22.23 実 9/30）

（共催学 9/29 実 9/30.10/6.7）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ａ（共催学 9/29 実 10/6）

全国労働衛生週間説明会（9/14）

衛生管理者受験準備講習（共催）

衛生推進者養成講習（共催）

有機溶剤作業主任者技能講習（共催 8/23.24）

（共催学 8/21 実 8/25.26.9/2）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

安全衛生部会（健康づくり研究会）

管外優良事業場視察研修（共催 11/2）

産業保健フォーラムＩＮＴＯＫＹＯ

事務局長会議

事務局長会議

特化物・四アルキル鉛技能講習（共催 7/25.26）

ガス溶接（共催学 7/22 実 7/29）

（共催学 7/21 実 7/22.28.29）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

実務対応（7/11）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ａ（共催学 7/21 実 7/28）

東京安全産業衛生大会
ﾍﾞｰｼｯｸｾﾐﾅｰ：「同一労働同一賃金」に備える
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本部理事会

３
安全衛生推進者養成講習（共催）

酸欠・硫化水素危険作業技能講習（共催 3/5.6.7）

職長及び安全衛生責任者教育講習（共催）

職長等安全衛生教育講習（共催）

・ 広域無料講習（東基連ベーシックセミナー・・・３回程度開催予定）

・ 広域有料講習（東基連プレミアムセミナー・・・２回程度開催予定）

・ 会報発行：本部：毎月 支部：年４回（４．７．１０．１月）

・ 会員拡大

（共催学 2/16 実 2/24）

ｸﾚｰﾝ運転業務特別教育講習

有機溶剤作業主任者技能講習（共催 2/21.22）

（共催学 2/13 実 2/16.17.24）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

中澤 サカキ
大島 健太郎
氏 名
進士 教
荒木 利直
大槻 勝徳
山本 博実
田中 富津喜
小岩井 繁行
曾根田 明弘
森

坂本 光三
佐藤 文典
河原 博之

〃
役 職 名
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

浩志

大久保 正樹

〃

植草 祐司

〃
〃

香取 一男

石井 克仁

〃

〃

松田 一人

黒川 征一

〃
〃

千田 裕

鳥山 靖正

〃

〃

橋本 幸明

貝沼 雅人

〃

橋口 大輔

〃

神田 芳行

〃

〃

〃

衛生推進者養成講習（共催）
蜂谷 学

加藤 裕之

〃

玉掛け技能講習（共催学 1/19.20 実 1/27）

（共催学 1/25.26 実 1/27.2/2.3）

奥西 英夫

沢村 哲志

倉持 利夫

〃
〃

氏 名
松井 幹雄

（株） 共和電業

アツデン （株）

(公社)東基連三鷹労働基準協会支部

高津装飾美術 （株）

東京慈恵会医科大学附属第三病院

竹内運輸工業 （株）

（株）大林組 技術研究所

武蔵エンジニアリング(株)

西武バス （株） 滝山営業所

（学）杏林学園

（株） オストリッチダイヤ
所 属 事 業 場
（一財） 電力中央研究所

日活 （株） スタジオ管理チーム

鹿島建設 （株） 技術研究所

ＮＴＴ情報ﾈｯﾄﾜｰｸ総合研究所

日本獣医生命科学大学

ＳＯＭＰＯビジネスサービス（株）

小田急バス （株）

関東バス（株）武蔵野営業所

（一社） 東京ハイヤー・タクシー協会

林建設 （株）

三鷹運送 （株）

シチズン時計（株）

山崎製パン （株） 武蔵野工場

グローブライド （株）

（株）ＳＵＢＡＲＵ 東京事業所

日立ヘルスケア・ビジネスサービス(株)

コカ・コーラボトラーズジャパン （株）

（株） 東急百貨店

住友重機械工業 （株）

所 属 事 業 場
横河電機 (株)

３－５－１

〒182-0021 調布市調布ヶ丘

１－１２－１７

〒181-0012 三鷹市上連雀

３－３３－１３

〒181-0013 三鷹市下連雀

１－３０－３

〒182-0022 調布市国領町

４－１１－１

〒201-0003 狛江市和泉本町

６－１－１

〒181-0013 三鷹市下連雀

４－６４０

〒204-8558 清瀬市下清戸

８－７－４

〒181-0013 三鷹市下連雀

３－１０－２９

〒203-0043 東久留米市下里

６－２０－２

〒181-8611 三鷹市新川

２－１１－１

〒201-8511 狛江市岩戸北

５－３３－２４
事業場所在地

〒201-0012 狛江市中和泉

２－８－１２

〒182-0023 調布市染地

２－１９－１

〒182-0036 調布市飛田給

３－９－１１

〒180-8585武蔵野市緑町

１－７－１

〒180-8602 武蔵野市境南町

６－３－５

〒202-8558 西東京市新町

５－１－１８

〒180-0023 武蔵野市境南町

１－１－１

〒180-0012 武蔵野市緑町

２－１１－１２ 寿交通(株)内

〒181-0014 三鷹市野崎

２－５６－３

〒182-8512 調布市小島町

３－２－３８

〒181-0004 三鷹市新川

６－１－１２

〒188-8511 西東京市田無町

２－５－１４

〒203-0044 東久留米市柳窪

３－１４－１６

〒203-0032 東久留米市前沢

３－９－６

〒181-0015 三鷹市大沢

６－２２－１

〒181-8622 三鷹市牟礼

１－２－９

〒203-0041 東久留米市野火止

２－３－１

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町

２－１－１

〒188-0001 西東京市谷戸町

２－９－３２

〒180-8750 武蔵野市中町

事業場所在地

（公社）東基連 三鷹労働基準協会支部 役員（幹事）（案）
役 職 名
幹事

〃

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｄ

（共催学 1/26 実 1/27.2/2.3）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｃ

（共催学 1/25.26 実 2/2）

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ｂ

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習Ａ（共催学 1/26 実 2/2）

・ 一般定期健康診断（労働衛生協会共催）実施督励

その他の事業

事務局長会議

平成 31 年新年賀詞交歓会（1/16）

２
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全国安全週間説明会開催される
三鷹労働基準監督署と共催による、平成30年度全国安全週間説明会が、去る６月７日（木）武蔵野スイン
グホールにて、開催されました。
当日は130名を超える参加者が聴講するなかで、三鷹労働基準監督署木口署長及び当協会松井支部長の挨
拶の後、葛葉安全衛生課長から安全週間実施要綱の説明、続いて第２方面津田主任監督官より働き方改革の
推進について説明がありました。
また警視庁三鷹警察署交通総務係小川係長より交通事故防止ついてのお話しの後、特別講演として、「住
友重機械工業（株）田無製造所
生課

安全活動のご紹介」と題して、住友重機械工業（株）田無製造所

谷口課長様、
（株）エス・エヌビジネス

ビス（株） 整備部整備グループ

製造部製造グループ

安全衛

前橋グループリーダー様、住重待機サー

山本課長様よりご講演いただきました。

木口署長

松井支部長

葛葉課長

津田主任監督官

小川係長

谷口氏

前橋氏

山本氏

会場風景
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2018.7
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2018.7
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No.287
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2018.7
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No.287

ベーシックセミナー２０１8（無料）
「同一労働同一賃金」に備える実務対応
７月１1日（水）
たましんＲＩＳＵＲＵホール

危険予知訓練入門編講習会

７月19日（木）
羽村市生涯学習センター

フォークリフト運転技能講習Ａ
学

科

７月２１日（土）
トヨタドライビングスクール東京

実

技

実

技

実

技

実

技

７月２８日（土）
昭和飛行機工業(株)

フォークリフト運転技能講習Ｃ
学

科

７月２１日（土）
トヨタドライビングスクール東京

７月２２日（日）、
２８日（土）、
２９日（日）
昭和飛行機工業(株)

ガス溶接技能講習
学

科

７月２２日（日）
未定

７月２９日（日）
昭和飛行機工業（株)

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

７月２５日（水）〜２６日（木）
八王子労政会館

衛生管理者試験受験準備講習

８月７日（火）〜８日（水）
たましんＲＩＳＵＲＵホール

フォークリフト運転技能講習Ｃ
学

科

８月２１日（火）
八王子労政会館

８月２５日（土）、
２６日（日）、
９月２日（日）
昭和飛行機工業(株)

有機溶剤作業主任者技能講習

８月２３日（木）〜２４日（金）
八王子労政会館

自由研削といしの、といし取替え又は
取替え時の試運転の業務に係る特別教育

９月２日（日）
昭和飛行機工業(株)

11

平成３０年度全国労働衛生週間
説明会

９月１４日（金）
武蔵野公会堂

玉掛け技能講習
学

科

９月２２日（土）、
２３日（日）
トヨタドライビングスクール東京

実

技

実

技

実

技

９月３０日（日）
昭和飛行機工業(株)

酸素欠乏・硫化水素
危険作業主任者技能講習

９月２６日（水）〜２８日（金）
八王子労政会館

フォークリフト運転技能講習Ａ
学

科

９月２９日（土）
トヨタドライビングスクール東京

フォークリフト運転技能講習Ｃ
学

科

９月２９日（土）
トヨタドライビングスクール東京

１０月６日（土）
昭和飛行機工業(株)

９月３０日（日）、
１０月６日（土）、
７日（日）
昭和飛行機工業(株)

新規会員のご紹介［訂正］
☆株式会社アーネストワン
〒188-0003

西東京市北原町３-２-２２

代表者
ＴＥＬ
：042-461-6292

代表取締役

松林

重行

戸建住宅事業

【事務局からのお願い】
当協会では、現在会員増強の取組みを強化しております。
会員事業場は、業種、規模（従業員数）等については一切問いません。会員関連企業は
もとより、お知り合いの事業所、ご近所の事業場等で未加入の事業場がありましたら、是非
入会をお勧め下さいますようご協力をお願い申し上げます。
ご紹介いただければ事務局が説明に訪問させていただきます。
詳細は事務局（０４２２−４３−１９１８）までお問い合わせください。

