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‘09岩手県産業安全衛生大会・ 　

　岩手労働基準協会が事務局を担当している岩手労
働災害防止団体連絡協議会（構成12団体）主催の岩
手県産業安全衛生大会・快適職場推進岩手大会が、
岩手教育会館において10月６日開催され、県内事業
所から約650名の参加をいただき、盛大に挙行され
ました。
　主催者を代表して同協議会の椎井一意会長（岩手
労働基準協会長）が、「県内の労働災害は、着実に
減少傾向にあるものの近年においては一進一退の状
況にある。事業者の責務であることから、労働者の
安全と健康確保を自らの問題として認識し、率先し
て取り組むことが必要だ。労働安全衛生マネジメン
トシステムの導入によりリスクへの的確な措置を
行っていくことが求められている。ゼロ災の基本理
念のもと、全員一丸となった取り組みを進め、各企
業において確固たる「安全文化」が定着することを
願っている」と挨拶しました。
　続いて、安全衛生の確保に積極的に取り組んでい
る29事業場、４個人の方々と快適な職場の形成に鋭
意取り組んでいる１事業場が表彰されました。
　また、来賓としてご臨席をいただいた山嵜眞司岩
手労働局長は「企業・社会の礎である労働者の安全
と健康の確保は、全てに勝るものでありますので、
本日の大会を契機として、経営トップ、事業場のトッ
プが自らの責務として改めて認識していただき、自
主的な災害防止活動の推進に努めていただきたい。」
と労働災害防止と健康の確保について呼びかけられ
ました。
　その後、「自由な発想が生み出す我が社の快適職
場」と題して成和建設㈱千葉清紀総務部長が講演、
「夢と人生」と題して女子ソフトボール元日本代表
監督の宇津木妙子さんが特別講演を行いました。
　最後に、参加者全員で大会宣言を確認し、労働
災害防止への決意を新たにして盛会裏に閉会しま
した。

主催者代表の
挨拶をする
椎井一意会長
（岩手労働基準協会会長）

　平成21年度　表彰名簿

＊ 事　業　所　賞 ＊

財団法人岩手労働基準協会
㈱ニュートン〔八幡平市〕、岩手興産㈱〔宮古市〕、
設楽電気㈱〔釜石市〕、㈱東洋工機〔奥州市〕、
㈱アジテック〔北上市〕、㈱ＪＰハイテック東和
事業所〔花巻市〕、花巻酒販㈱〔北上市〕、㈱エイ
アンドティー江刺工場〔奥州市〕、マルモ通信商
事㈱〔奥州市〕、㈱菜花堂〔一関市〕、㈲大船渡ドッ
ク〔大船渡市〕、久慈琥珀㈱〔久慈市〕
建設業労働災害防止協会岩手県支部
㈱十文字組〔紫波町〕、タカヨ建設㈱〔矢巾町〕、
岩手瀝青工業㈱〔花巻市〕、㈱菊与建設〔北上市〕、
丸正興業㈱〔奥州市〕、㈲佐々木組〔奥州市〕、
㈲寿工業〔遠野市〕、㈲藤倉建設〔釜石市〕、
㈲木村建設〔洋野町〕
陸上貨物運送事業労働災害防止協会岩手県支部
㈱バイタルエクスプレス岩手営業事業部盛岡営業
所〔矢巾町〕、㈲栄和興業〔一関市〕、㈱釜石開発
土木〔釜石市〕、㈲大槌運送〔大槌町〕

特別講演で
会場を魅了した
女子ソフトボール
元日本代表監督
宇津木妙子さん

事例発表をされる
成和建設㈱千葉清紀
総務部長
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快適職場推進岩手大会開催される

社団法人日本砕石協会岩手県支部
㈱柴田組親久保砕石場〔一戸町〕
㈱舞石興産老松採石場〔一関市〕
社団法人建設荷役車両安全技術協会岩手県支部
日東自動車工業㈱〔釜石市〕
岩手県陸砂利工業組合
石鳥谷産業合資会社〔花巻市〕

＊ 功　　績　　賞 ＊

建設業労働災害防止協会岩手県支部
千葉　栄（樋下建設㈱）〔盛岡市〕
髙橋久一（中央建設㈱）〔北上市〕
林業･木材製造業労働災害防止協会岩手県支部
宮原正利（花巻市森林組合）〔花巻市〕
社団法人ボイラ・クレーン安全協会岩手事務所
田沼雅夫（三機商事㈱）〔盛岡市〕

＊ 快適職場推進賞 ＊

成和建設㈱〔花巻市〕
 （順不同・敬称略）

表彰を受ける
事業所代表の皆様
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均等・両立推進企業表彰

岩手労働局長優良賞を株式会社東北銀行が受賞

　厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進す
るための積極的な取組」又は「仕事と育児・介護と
の両立支援のための取組について他の模範となる取
組」をしている企業に対し、表彰を行っています。
　本年度、岩手県においては均等・両立推進企業表
彰（均等推進企業部門）岩手労働局長優良賞として
株式会社東北銀行を決定し、10月１日に山嵜岩手労
働局長から表彰状が授与されました。
　株式会社東北銀行は、男女に関係なく登用してい
くという方針により、女性の採用拡大、女性営業職
への職域拡大、女性の管理職登用に積極的に取り組
んでおり、管理職登用では部室店長クラスの女性が
６名（平成 20年度、以下同じ）、課長クラスに占め
る女性割合は 19.7％（全国産業別平均 3.8％）になる
など、男女が共に能力発揮できる職場として成果を
上げています。
　なお、当表彰制度は、年に１度企業からの公募に
より実施しています。女性の活躍を推進している、
又は仕事と家庭が両立できる制度や取組をしている

という企業がありましたら是非御応募をお願いし
ます。
　表彰制度について詳しくは厚生労働省ＨＰ

（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/
kintou/ryouritsu.html）又は岩手労働局雇用均等室
（電話０１９－６０４－３０１０）までお問い合わせ
ください。

（左）株式会社東北銀行浅沼頭取　（右）山嵜岩手労働局長

中央労働災害防止協会からのお知らせ

お
問
い
合
せ
先　

中
災
防
出
版
事
業
部

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
３―

３
４
５
２―

６
４
０
１

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：http://w

w
w
.jisha.or.jp/

労働基準情報いわてNov.　2009

■　№  698第三種郵便物承認平成21年11月１日発行労働基準情報岩手

5



◎ すべての事業主は、その雇
用する労働者（パート労働
者･アルバイト等を含む。）
に最低賃金額以上の賃金を
支払わなければなりませ
ん。また、最低賃金額を理
由に一方的に労働者の賃金
を引き下げることは許され
ません。
◎ 賃金額が、時間額631円を
下回っている場合は、発効
日から、時間額631円以上
となるよう賃金額を改定す
る必要があります。
◎ 岩手県の最低賃金には、岩
手県最低賃金（地域別）の
他、６産業別最低賃金が設
定されています。

最低賃金以上の賃金が支払われていますか？
お確かめください。
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Ｑ  改正労働基準法は、中小企業については、猶
予されると聞きましたが、すべて猶予されるので
しょうか。それとも、一部適用される部分がある
のでしょうか。

Ａ  改正労働基準法の改正のポイントは、次の４
点です。
①限度時間を超える時間外労働の労使による削減
　特別条項付きの時間外労働協定で、限度基準告
示で示されている限度時間泫を超える時間外労働
に対する割増賃金率を法定（25％）を超える率を
定める努力義務。
　泫 例えば、１か月45時間、１年間360時間が限
度時間として示されています。

②法定割増賃金率の引き上げ
 ※中小企業は、当分の間、適用猶予

　１か月60時間を超える時間外労働について、割
増賃金率を50％以上に引き上げ（現行25％）。

③代替休暇制度の創設
 ※中小企業は、当分の間、適用猶予

　労使協定により改正法による法定割増賃金率引
き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休
暇を付与することが可能に。

④時間単位年休制度の創設
　労使協定により、１年に５日分を限度として年
次有給休暇を時間単位で取得することが可能に。

　このうち、②と③については、中小企業は、当
分の間、適用が猶予されています。
　また、④については、労使が合意した場合には
導入することが可能であるというものであり、導
入が義務付けられているものではありません。
　ここで注意していただきたいのは、①の限度基
準告示(厚生労働大臣が定めた時間外労働の限度
に関する基準)を超える時間外労働を行う場合の
割増賃金率を法定（25％）を超える率で定める
ように努める必要があることについては、中小企
業に対する猶予措置がない点です。これは、特別
条項付き時間外労働協定を締結する場合には、定
める必要があります。

改正労働基準法は、中小企業は
適用が猶予されるのか

猶予される中小企業

業　　種 資本金の額または出資の総額 または 常時使用する労働者数

小売業 5,000 万円以下 または 50人以下

サービス業※ 5,000 万円以下 または 100人以下

卸売業 １億円以下 または 100人以下

その他 ３億円以下 または 300人以下

「資本金の額または出資の総額」または、「常時使用する労働者数」のいずれかが該当した場合、猶予さ
れる中小企業となります。

※・ 大分類Ｇ（情報通信業）のうち　中分類38（放送業）、中分類39（情報サービス業）、小分類411（映像情報制作・
配給業）、小分類412（音声惰報制作業）小分類415（広告制作業）、小分類416（映像・音声・文字情報制作に附帯
するサービス業）

　・大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち 　小分類693（駐車場業）、中分類70（物品賃貸業）
　・大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業）
　・大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち　中分類75（宿泊業）
　・大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業）　ただし、小分類791（旅行業）は除く
　・大分類Ｏ（教育、学習支援業）
　・大分類Ｐ（医療、福祉）
　・大分類Ｑ（複合サービス業）
　・大分類Ｒ（サービス業〈他に分類されないもの〉）

「１人でも  雇ったら入ろう
　　　　　　　  労働保険。」

  11月は
「労働保険適用促進月間」
                                    です
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　このたび、中央労働災害防止協会では厚生労働省からの受託事業として、製造業における派遣労働者を含
めた安全衛生管理の定着・徹底を図るため、派遣元・派遣先事業場がいかに連携して、安全衛生管理や安全
衛生教育を適切に実施するか等について記載したマニュアルを作成しました。本セミナーはこのマニュアル
を基本テキストとして、参加費無料にて開催いたします。
　製造業における派遣労働者の安全衛生を確保するために求められる事業者責任や、派遣元・派遣先事業場
が連携して効果的に安全衛生管理等を行う方法について、取り組み事例を交えて解説するなど、参考として
いただける内容のセミナーとなっております。
　派遣元・派遣先事業場の経営者、担当者の方々のご参加をお待ちしております。

 日　　時 　平成22年１月14日(木）　13時30分～17時00分（受付開始13時00分）
 場　　所 　ホテルルイズ　盛岡市盛岡駅前通7-15
 内　　容 　①労働者派遣に係る現状と関係法令等の解説
　　　　　  ②派遣労働者に係る安全衛生管理と安全衛生教育のすすめ方
 対 象 者 　製造業の派遣元・派遣先事業場の経営者、安全衛生担当者、人事労務担当者等
 参 加 費 　無料（テキスト代も不要です）
 定　　員 　50人（※先着　定員になり次第締め切らせていただきます。）

申し込み方法・問い合わせ先
　下記の申込書に必要事項をご記入の上、東北安全衛生サービスセンターあてにFAXにてお申込み下さい。
　（１月８日㈮締め切り）申込書到着後、受付印を押印してFAXにて参加証を返送しますので、当日受付に
お出しください。

　中央労働災害防止協会　東北安全衛生サービスセンター（担当：齊藤）
　住所：〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉1-3-34
　TEL：022-261-2821　(送信先)FAX：O22-261-2826

派遣労働者に係る安全衛生管理セミナー
中央労働災害防止協会　東北安全衛生サービスセンター

申込日　　　年　　月　　日

派遣労働者に係る安全衛生管理セミナー参加申込書兼参加証
開催日　１月14日　　　中央労働災害防止協会　東北安全衛生サービスセンター

事 業 場 名
いずれかを○で囲んでください。

派遣元　・　派遣先

所 在 地
〒

連絡担当者

氏　

名

所　

属

Ｔ
Ｅ
Ｌ

Ｆ
Ａ
Ｘ

※参加証の返送に必要ですので必ず記入下さい。

参加者氏名

氏あ
ふりがな

名 所　属 ※受付№ ※
申
込
受
付
印

お申込みFAX番号：０２２－２６１－２８２６
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１．日　　時 平成21年11月20日(金)　9:20～17:00
２．会　　場 岩手県自治会館　第１会議室
 (住所　盛岡市山王町4-1　TEL:O19-622-6171)
３．内　　容 （1）労働安全衛生マネジメントシステムにおけるリスクアセスメントの役割と仕組み
 （2）リスクアセスメントの考え方と実際的な方法
４．対 象 者  リスクアセスメントを導入・実施する際に、中心的な役割を果たす安全衛生スタッフ(シ

ステム事務局の方)、安全衛生担当者の方
５．定　　員 50名(定員になり次第申し込みを締め切ります)
６．参 加 費 25,000円　会員：中災防賛助会員、岩手労働基準協会会員事業場所属の方
 30,000円　一般：その他事業場所属の方
 (テキスト代、消費税、昼食代を含みます。)
 ※ただし、昼食なしでお申込みいただいても受講料は変わりません。
７．申し込み方法
 ①下記の申込用紙に必要事項をご記入の上、下記の申込み先FAX番号まで送信下さい。
 ②申込み受付後、確認の書面(申込書に受付印を押したもの)をFAXで返信いたします。
 ③確認の書面が着信しましたら、研修会前日までに下記の振込先へ参加費をお振込下さい。
 ④受講票の送付、必要な連絡は後日させていただきます。
 ※ なお・開催日７日前以降のキャンセルは参加費の30%、開催日当日のキャンセルは

参加費の100%のキャンセル料を微収させていただきます。
８．参加費振込先
 岩手銀行　県庁支店　普通預金口座/0103622　口座名/(財）岩手労働基準協会
９．申込み先 Fax:019-623-6424
10．お問い合わせ先
 岩手労働基準協会　Tel:019-623-6521

お申込みFAX番号：０１９－６２３－６４２４

リスクアセスメント実務研修会（11月20日、岩手県自治会館）申込書

事業所所在地
事 業 場 名

岩手労働基準協会会員

中災防賛助会員　　　

一　般　　　　　　　

（いずれかを○でかこんで下さい）

中災防賛助会員番号記入欄（10桁）

事 業 場 規 模 人 業　種

担 当 者 氏 名 担当者
連絡先

TEL番号

担当者所属部署 FAX番号

参加者氏名／フリガナ 参加者所属部署・職名 生年月日 連絡先電話

／ S･H　   年　   月　   日

通 信 欄 参加費　　　月　　　日（振込済み・予定）

中災防・岩手労働基準協会　共催中災防・岩手労働基準協会　共催

リスクアセスメント実務研修会リスクアセスメント実務研修会
　本研修を修了した方は、厚生労働省通達「労働安全衛生マネジメントシステム担当者研修実施要領」
(平成12年９月14日付基発第577号)のリスクアセスメント担当者研修を修了したものと認められます。
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■ 会　場
 ホテルメトロポリタン盛岡「岩手の間」
 〒020－0034　盛岡市盛岡駅前通1-44
 TEL：019－625－1211

■ 日　時
 平成21年12月４日㈮　13：30～16：30
■ 講　師
　講義１「自殺予防対策について」
　 岩手医科大学客員准教授　鈴木　　満 先生

　講義２「自殺予兆と予防活動について」
　　　岩手医科大学神経精神科学講座
 臨床心理士　川村　祥代 先生

　講義３「自殺後に遺された人への対応について」
　 岩手医科大学臨床心理士　赤坂　　博 先生

■対象者
 事業者・管理監督者・産業保健スタッフ等
■定　員　　100名

■参加費　　無料

ホテルメトロポリタン盛岡
本館
ホテルメトロポリタン盛岡
本館

ホテルメトロポリタン盛岡
NEW WING
ホテルメトロポリタン盛岡
NEW WING

ホテルルイズホテルルイズ

旭
橋

開
運
橋

不
来
方
橋

盛岡駅

北上川

フェザンＰ

会場案内図

■ 申込方法
　下記の申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先
あてにFAX又は郵送でお申込みください。申込を受け
付けた後、受講票をFAX又は郵送でお送りしますので、
これを研修会会場にご持参ください。なお、申し込み
は定員になり次第締め切らせていただきます。

「メンタルヘルス対策及び自殺予防セミナー」申込書

期日及び会場 平成21年12月４日㈮　ホテルメトロポリタン盛岡　本館「岩手の間」

事 業 場 名 等 業　種 従業員数

事業場所在地
〒

受 講 者 氏 名 受講者所属部署及び職名

申込担当者氏名 担当者所属部署

担当者連絡先 TEL FAX

（注１） 申込書に必要事項をご記入の上、申込先あてにFAX又は郵送でお申込ください。申込を受け付けた後、受講票をFAX又は郵送でお送りしますので、
受講票を研修会会場にご持参ください。

　　　  なお、申込書は受講者１名について１枚使用してください（申込書のコピー可）。
（注２） 当協会が受け取った個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、働く人の自殺予防に関するセミナーの的確な実施に使用するほか、

当協会が行う各種セミナー、出版する図書、コンクールへの応募勧奨、アンケートのご案内、その他公益的な観点からの情報の提供等に使用する
ことがあります。

　　　　個人情報の二次利用に同意いただけない方は、ロにチェックマークをご記入ください。　　□同意しない

　我が国における自殺者は、平成10年から10年続けて３万人を超え、このうちの約９千人は雇用されて働く人た
ちとなっています。自殺予防は、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、社会の健全な発展を図るという
観点から重要な課題となっています。このような状況を踏まえ、自殺の実態、自殺の予兆、日常の配慮と相談対
応、うつ病患者の早期発見や職場において万一自殺者が発生した場合の対応などについてのセミナーを開催しま
す。ご参加をお待ちしています。

■ 申込書の送付先・問合せ先
中央労働災害防止協会岩手県支部（岩手労働基準協会）
〒020-0022  盛岡市大通一丁目1-16　岩手教育会館内
TEL:019－623－6521　FAX:019－623－6424
※ 本セミナーの開催には㈶岩手労働基準協会と岩手産業
保険推進センターも協力しております。

平成21年度厚生労働省委託

主催：中央労働災害防止協会

「メンタルヘルス対策及び自殺予防セミナー」開催のご案内

お申込みFAX番号：０１９－６２３－６４２４
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講習会のおしらせ 22年１月迄のご案内
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認定番号 事　　業　　場　　名 市町村名

705 樋下建設株式会社
市道月が丘三丁目谷地線（木賊川）箱型函渠工工事 盛岡市

706 株式会社恵工業
盛岡市立渋民小学校屋内運動場改築その他工事

盛岡市

707 トピー鉄構株式会社
東北横断自動車道小友川橋上部工工事

花巻市

認定番号 事　　業　　場　　名 市町村名

708 菱和建設株式会社
岩手県医薬品衛生検査センター新築工事

盛岡市

709 株式会社中央コーポレーション
胆沢ダム付替国道３工区橋梁補修工事 奥州市

710 清水建設株式会社東北支店
（仮称）岩手医科大学放射線治療施設等新築工事 盛岡市

 新会員事業所のお知らせ 新会員事業所のお知らせ  ９月に加入された事業所をご紹介いたします９月に加入された事業所をご紹介いたします

岩手労働局長認定　《９月認定分》 快 適 職 場 事 業 場

　快適職場推進計画の作り方や申請の方法について
は、快適職場推進アドバイザーが無料でお手伝いい
たします。お気軽にご相談ください。

〈連絡先〉
岩手快適職場推進センター
〒０２０－００２２
盛岡市大通一丁目１番16号　㈶岩手労働基準協会内
TEL　（０１９）６２３－６５２１
FAX　（０１９）６２３－６４２４

支部名 事　業　所　名 所在地

盛　岡 ㈲国分工業 滝沢村

釜　石 日鉄環境エンジニアリング㈱
釜石試験分析センター 釜石市

支部名 事　業　所　名 所在地

一　関 ㈱ホンダベルノ南岩手 一関市

大船渡 菅原会計事務所 陸前高田市
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岩手の死亡災害（９月末）

製　造　業 1 ( 1)
鉱　　　業 1 ( 0)
建　設　業 3 ( 5)
運　輸　業 0 ( 3)
林　　　業 3 ( 2)
商　　　業 0 ( 1)
そ　の　他 0 ( 2)

累　　　計 8 (14)
 （　）内は前年同期

　最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働
日に対応する賃金に限られますが、次の賃金のうち対象
とならないものはどれでしょうか。

　①　精皆勤手当

　②　役職手当

　③　時間給

ヒント　本誌６ページに関連記事

●応募方法  ①自宅住所・氏名　②クイズの答え　③本誌への意見や感想な
どを書いて、ハガキ、FAX又はｅメールでお寄せ下さい。

●締め切り 平成21年11月24日
●宛先　　 〠020－0022　盛岡市大通一丁目１－16
 　　㈶岩手労働基準協会　クイズ係宛て
 　　ＦＡＸ 019－623－6424
  ｅメール　honbu@iwateroukikyo.com
●賞品及び発表　　応募者の中から抽選で５名様に図書カード（500円券）を
 　お送りします。当選者への賞品発送をもって発表にかえます。
●10月号の正解　　③
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発　行　所  財団法人岩手労働基準協会／盛岡市大通一丁目１－16
  　岩手教育会館7Ｆ／〠020－0022／☎019－623－6521
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX019－623－6424
編集・発行人 佐　藤　征　勝

発　行　  平成21年11月１日
　　　　　  定価　１部　100円

会員事業所の購読料
は年会費に含む

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

　一番に遺産を分けて貰うべきなのは、最期まで介護をし

てくれた嫁さんのはずですが、いざ、遺産分けとなるとそ

うはいきません。でも見る人はきちんと見てくれています。

 （川柳原生林８月号〈杜若〉川村静子作品より）　 監修：中災防、マンガ：ミヤチ　ヒデタカ

○県保健衛生課は10月14日、インフルエンザの集団
感染で県内の小・中学校など21施設で学級・学年・
学校閉鎖の措置がとられたと発表した。新型か季節
性のものかの判断はこれからという。特に新型は感
染力が強く症状が始まった日の翌日から７日間は自
宅療養が必要という。企業内で感染者が増加したと
きにおいても、業務が円滑に遂行できるよう、対策
を考えておくことが必要と思われる。新型について
もまだ感染拡大が懸念されており、手洗いの励行等
予防のための対策は常に心掛けておくことが肝要と
思う。 （Ｍ・Ｓ）


