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受けてますか  健康診断
続けてますか  健康習慣



 第21回「職場における健康診断推進運動」

１　趣　旨

　職場における健康診断は、単に疾病を早期に発見
するだけでなく、現在の健康状態を的確に把握し、
その結果に基づいた適正配置、健康管理、作業環境
管理等の事後措置を実施し、働く人々が心身両面に
おいて健やかな職業生活を送ることに資するもので
なければなりません。
　また、平成20年度から特定健診・特定保健指導が
始まり、働く人とその家族の生活習慣病の予防とそ
の早期対応が重要となっています。
　厚生労働省の平成19年度労働者健康状況調査結果
によると、常用者の健康診断受診率は、5,000名以
上の事業所で93.3％、300～999名の事業所で84.9％、
50～99名の事業所で81.8％と事業規模が小さくなる
につれて受診率が低下しています。
　以上のことから「職場における健康診断」の適正
な実施と働く人々の健やかな職業生活の確保を図る
ため、平成21年度においては、中小企業における健
康診断の実施促進を重点に「職場における健康診断

推進運動」を全国的に展開し、労働衛生水準の向上
に寄与することを目的とします。
２　実施期間

　　平成22年２月１日から２月末日まで
３　平成21年度の重点

　　中小企業における健康診断の実施促進
４　スローガン

　　「受けてますか　健康診断
　　　　　　　　続けてますか　健康習慣」　
５　主　催

　　中央労働災害防止協会
　　社団法人　全国労働衛生団体連合会

　定期健康診断は、１年以内ごとに１回（特定
業務従事者は６月以内ごとに１回）、定期に実
施することとされています。
　なお、労働者数50人以上の事業場にあって
は、定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督
署に、健康診断実施後、遅滞なく報告すること
となっています。
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(注）労働者数50人以上の規模の事業場が提出する定期健康診断結果報告書による。
　　  なお、「所見があった者の割合」は、健診項目のいずれかの健診項目で有所見とされたもので実人数の割合である。
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参加申込書　（FAX ０１９－６０４－１５３５）　～参加会場を○で囲んでください～

会 場
県北会場　　　　　沿岸会場　　　　　県南会場　　　　　県央会場
（二戸市）　　　　　（釜石市）　　　　　（北上市）　　　　　（盛岡市）

事業場名 所在地

〒

電話

参 加 者 所属役職 氏　名

※お申し込みに際しご記入いただいた個人情報は、厳密に管理し、ご出欠の確認以外には使用いたしません。

主催：岩手労働局　共催：岩手県

　改正育児・介護休業法が平成22年６月に施行されることになりました。改正法の内容について事業主や
人事労務担当者にご理解いただくとともに、企業における仕事と家庭の両立に関する雇用管理について説明
会を開催しますので、ぜひご参加ください。（参加料は無料です）

会　場

日　時
２月19日（金）
13：00～15：00

２月24日（水）
13：00～15：00

３月 ８日（月）
13：00～15:00

３月11日（木）
14：00～16：15

場　所
カシオペアメッセ・
なにゃーと
（二戸市）

釜石市民文化会館
（釜石市）

北上オフィスプラザ
（北上市）

アイーナ
（盛岡市）

定　員 定員　30名 定員　50名 定員　50名 定員　100名

日時・会場

対　象　者

内　　　容

参加申し込み・問い合わせ先

事業主、人事労務担当者等

（１）改正育児・介護休業法について
（２）改正育児・介護休業法に沿った規定の改定について
（３）改正労働基準法について

〔県央会場（盛岡市）のみ〕
（４）事例発表「当社における育児・介護休業等の取組について(仮題)」
　　　　　　　岩手東芝エレクトロニクス(株)
※終了後、個別相談コーナーを設けますので、お気軽にご相談ください。
　（なお、個別の就業規則の改正についてのご相談にも応じます。）

岩手労働局雇用均等室　〒020-0023　盛岡市内丸７－25
 電話　０１９－６０４－３０１０
 FAX　０１９－６０４－１５３５
※開催日の１週間前までに、岩手労働局雇用均等室あて申込書をFAXしてください。

　（ただし、定員になり次第締め切りとなります。） 

改正育児･介護休業法説明会改正育児･介護休業法説明会
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　労働安全衛生法では一定の業務について、資格を有する者でなければ就業さ
せてはならないとの「就業制限」が規定されています。（第61条）
　この規定に違反すると監督機関から厳しい措置が取られる可能性があります。
会員各位におかれましては、このようなことにならないようご留意ください。

　就業制限について、下記の点を再確認していただき、
計画的に有資格者の確保についてご検討ください。
１、就業制限業務の確認
２、就業制限業務に従事する者の資格の確認
３ 、就業制限業務に従事する者が休暇をとった場合
の代替者の資格の確認
４、担当業務を変更する場合の資格の確認
５、出張先で就業制限業務に就く可能性の有無

　岩手労働基準協会では、就業制限業務の資格取得
のための技能講習を、岩手労働局登録教習機関とし

フォークリフト 小型移動式クレーン

資 格 が 必
要 な 業 務

最大荷重が１トン以上のフォークリフトの
運転
（道路上を走行させる場合は除く）

積載する荷の質量ではなく、フォークリフト
の能力で規制されています。

つり上げ荷重１トン以上の移動式クレーン
の運転
（道路上を走行させる場合は除く）

つり上げる荷の質量ではなく、移動式クレー
ンの能力で規制されています。通称ユニック
や小型の移動式クレーンが該当します。

根 拠 条 文 労働安全衛生法第61条、
　　　同法施行令第20条第11号

労働安全衛生法第61条、
　　　同法施行令第20条第７号

就業できる者 「フォークリフト運転技能講習修了証」所持者 「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」
又は「移動式クレーン運転士免許証」所持者

技　

能　

講　

習

講 習 名 フォークリフト運転技能講習 小型移動式クレーン運転技能講習

登録番号 岩手労働局長登録教習機関第48・1032号 岩手労働局長登録教習機関第３・412号

受講科目
の 免 除

① 普通自動車免許、大型・中型・大型特殊（カ
タピラ限定）所持者
　 「走行に関する装置の構造及び取扱の方法
に関する知識」が免除になり、31時間講習
となります。

① クレーン、デリック、クレーン・デリック、
揚貨装置のいずれかの運転免許証所持者。
　床上操作式クレーン運転技能講習修了証、
　玉掛け技能講習修了証所持者
　（特別教育修了証は該当なりません）
　　
　学科；力学　実技；合図が免除となります

　

②大型特殊免許（カタピラ限定を除く）所持者
　 上記に加え、「走行の操作」が免除になり、
11時間講習となります。

講習時間
　上記①　４日間 　免除なし、上記①ともに　３日間
　上記②　２日間

受 講 料
　上記①　28,350円 　免除なし　27,300円
　上記②　11,550円 　上記①　　25,200円

テキスト代 　1,470円 　1,500円
　上記受講料・テキスト代には消費税が含まれています。

就業制限業務について　Vol.1

て実施しています。資格者の充足と拡充のため、受
講方ご検討していただきますようご案内いたします。
　技能講習の開催時期につきましては、２ヶ月先ま
での予定について本誌に掲載いたしますのでご覧く
ださい。または、当協会各支部にお問い合わせくだ
さい。

　本誌では、２回にわたり就業制限業務と資格取得
のための技能講習についてお知らせいたします。
　今月号では、フォークリフト、小型移動式クレー
ンについて記載します。
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シリーズシリーズ

知識知識 ④　労働時間（その５）

◆１年単位の変形労働時間制

　前回説明した「１か月単位の変形労働時間制」でも対応できない、長いスパンの季節により業
務の繁閑がある事業場において、効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間を短縮を行う
ことを目的とした「１年単位の変形労働時間制」が設けられています。
　週40時間、１日８時間の原則を外れる関係から、種々の条件が加えられています。
労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出ることにより、特定の日や週に１日及び１週間
の法定労働時間を越えて労働させることができる制度です。（労働基準法第32条の４）

導入方法

　労使協定（労働者の過半数代表者との書面による協定）の締結及び届出、常時10人以上の労働
者を使用する事業場については、就業規則の変更及び届出が必要となります。

労働時間の計算方法

　対象期間を平均して、１週間当たり40時間を
超えないように、対象期間内の各日、各週の所
定労働時間を全期間にわたって定めなければな

りません。対象期間の所定労働時間の総枠は、
次の計算式で求めます。
　40時間×対象期間の歴日数／７
　１日の所定労働時間に変化がない場合は次の
計算式で週の所定労働時間数を求めることがで

きます。
　１日の所定労働時間×対象期間の所定労働日
数×７／対象期間暦日数≦40時間
　（所定労働時間が変化する場合は、その所定
労働日数を掛けたものを合算します。）
　（週44時間の特例を受ける事業場においても、
１年単位の変形労働時間制を採用する場合は、
週40時間以内にする必要があります。）
労働日数の限度

　対象期間が１年の場合は、280日。対象期間
が３ヶ月を超え１年未満のときは、280日×対

象期間の暦日数／365日（端数切捨て）
１日及び１週間の労働時間の限度

　１日10時間、１週間52時間となっています。
さらに①３ヶ月を超えた場合には、48時間を
超える労働時間を設定した週が連続３週間以
内であること。②起算日から３ヶ月ごとに区
切りして、それぞれの期間で48時間を超える
週は３週間以内であること。
連続して労働させる日数の限度

　連続労働日数は６日。
対象労働者の範囲

　対象労働者の範囲は、労使協定により明確
にする必要があります。
　途中入社・途中退職者はその期間により総
労働時間が変化しますので、精算することに
なります。（割増賃金の支払いが必要な場合
があります。）（労働基準法第32条の４の２）

このほかにも条件がありますので、お近くの
労働基準監督署にお尋ねください。
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安全一般
新・産業安全ハンドブック 産業安全に関する法体系をはじめ、管理、教育、技術などさま

ざまな項目を体系的に集大成し、わかりやすく解説したもの。「労
働安全衛生マネジメントシステム」など最新の情報も網羅。

№25103　定価 42,000円 B5 判　1,028 ページ

新しい時代の安全管理のすべて
大関　親著

労働災害の企業経営におよぼす影響、最低限必要な安全に関す
る法規制の内容、国際的な潮流となりつつある労働安全衛生マ
ネジメントシステムとの調和、就業態様の変化に伴って新たに
対応すべき課題等について、事業場の目線でわかりやすく体系
的に取りまとめた、経営者・安全管理者など必読の書。

№ 25227　定価 5,040 円 A5 判　906 ページ　上製

いきいき安全学
－こころと安全についての４章－

丸山康則著

産業心理学の第一人者が、「ヒューマンエラーはなぜ起こるのか」
「事故発生のメカニズム」といった問題を、人間の心理面からわ
かりやすく解説。

№ 25154　定価 1,680 円 四六判　336 ページ

うっかりミスはなぜ起きる
－ヒューマンエラーの人間科学－

芳賀　繁著

人はなぜエラーをするか。そのメカニズムとエラーの種類、エ
ラーに関係の深い注意、記憶、錯覚といった行動を解説。エラー
との上手な共存方法を楽しく紹介。

№ 25157　定価 1,050 円 四六判　182 ページ

事故は、なぜ繰り返されるのか
－ヒューマンファクターの分析－

黒田　勲監修

石橋　明著

事故は故意によって引き起こされることは少なく、多くはエラー
に起因すると考えられる。事故の再発を防止するためには、当
事者が何をやったのかだけでなく、そのエラーを誘発する背後
要因を究明することが重要。このためのヒューマンファクター
の分析手法について事例を交え解説。

№ 25235　定価 1,260 円 A5 判　164 ページ

やさしい機械・設備の安全作業 ガス溶接、グラインダ、フォークリフトなど身近な機械・設備
について、その特性と安全上のポイントをわかりやすく解説。
付録として、日常点検チェックリストの例なども掲載。

№ 25104　定価 840 円 A5 判　80 ページ　２色刷

労働衛生一般
産業衛生技術入門
日本産業衛生学会産業衛生技術部会編

わが国の労働衛生工学の各課題はもとより、労働衛生の国際化
にも対応できるよう、「労働衛生管理手法」「化学物質リスク評価」
など産業衛生全般にわたる課題を 41 テーマに分け、それぞれ
の専門家が最新の知見をもとにわかりやすく解説。

№ 26119　定価 1,680 円 B5 判　192 ページ

職場のメンタルヘルス
－実践的アプローチ－

日本産業衛生学会・産業精神衛生研究会編

その必要性がますます高まる職場でのメンタルヘルス。日本産業
衛生学会・産業精神衛生研究会メンバーによる、最新の情報に基
づく具体的で実践的な手引書。こころの不調者の早期把握・早期
対策、疾病管理と復職支援、営業部門・病院・IT関連産業などス
トレスフルな職場での対策の実際、などについて詳細に紹介。

№ 26244　定価 2,520 円 B5 判　292 ページ

中央労働災害防止協会からのお知らせ 安全衛生図書のご案内
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職場リーダーのためのメンタルヘルス入門
～キーパーソンはあなたです～

職場のリーダーとしてぜひ押さえておきたい部下のメンタルヘ
ルスのポイントをわかりやすく解説。どんなときに心身が不調
になりやすいか、見た目でわかる不調の初期サイン、復職した
部下への対応のポイントなどを紹介。

№ 26243　定価 378 円 A5 判　24 ページ　２色刷

労働衛生実践シリーズ
改訂　あなたの職場の安全点検
[ 改訂中 ]

不安全状態を早期発見・是正するためには安全点検が不可欠で
ある。各設備等別に豊富なイラストとともに、また整備・改善
に必要な参考事項を交え、点検上の着眼点のポイントを網羅。

あなたの職場の4S
＜整理・整頓・清掃・清潔＞
加藤多慶夫著

4S が悪い場所は労働災害が発生しやすく、生産性、信用も低下
する。各職場でどう 4Sを進めればよいかを、事項ごとにイラ
スト入りでわかりやすく解説。

№ 24502　定価 714 円 B6 判　136 ページ　２色刷

なくそう！　はさまれ・巻き込まれ
豊島富三郎著

はさまれ・巻き込まれ災害の実態の分析および原因を探り、災
害防止のための具体的対策を設備面、管理面、人的側面から示す。
豊富なイラストなどでわかりやすく説明。労働安全衛生マネジ
メントシステム等にも対応し、内容を充実。

№ 24511　定価 1,050 円 B6 判　124 ページ　２色刷

なくそう！　墜落・転落・転倒
中野洋一著

墜落・転落・転倒災害について災害の実態、災害の原因（要因）、
「もの・管理・人」対策、起因物別の原因と対策、安全帯と墜落
阻止装置、災害防止の事例、教育の方法、関係規則等を網羅。図、
写真、イラスト等を使い詳述。

№ 24517　定価 1,260 円 B6 判　168 ページ　２色刷

安全衛生基本シリーズ
安全衛生計画のたて方と活かし方
中村昌弘著

新たにリスクアセスメントを織り込んで、安全衛生計画の考え
方、作り方の実際（問題点の把握、実行計画、行事計画等）、作
成の手続きと時季、計画を活かすための実践活動等についてわ
かりやすく解説。

№ 24701　定価 1,155 円 B5 判　92 ページ　２色刷

安全衛生委員会の進め方、活かし方 改正安衛法令において、新たに調査審議事項に加えられた、リ
スクアセスメントを織り込んで、本社・事業場での安全衛生委
員会の構成、実際の進め方、機能を十分に強化・活用し活性化
する手法などについてわかりやすく解説し、詳細な例も掲載。
各社に適合する安全衛生委員会の運営、機能強化の指南書。

№ 24706　定価 1,155 円 B5 判　90 ページ　２色刷

チェックリストを活かした職場巡視
の進め方

安全パトロールは、事業場で安全な職場づくりを進めるうえで
重要な活動である。それを効果的に進めるためのポイントを、
職場巡視の際に用いるチェックリストの作り方も交え解説。

№ 24707　定価 917 円 B5 判　78 ページ　２色刷

お申し込みは岩手労働基準協会各支部へご連絡下さい。（Tel,Faxは11ページをご参照下さい）
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Ｑ  64歳の雇用保険被保険者の取扱いは当社には
今年（平成22年）の２月に64歳になる従業員（Ａ）
がおります。雇用保険では高年齢者の保険料が免
除されると聞きましたが、その取扱いについて教
えてください。

Ａ  労働保険（労災保険と雇用保険の総称）のう
ち雇用保険料の算定は、原則とし事業主がその事
業に使用する被保険者に実際に支払った前年度の
賃金総額にその事業に適用されていた雇用保険料
率を乗じて得た額となります。ただし、事業主が
免除対象高年齢労働者を使用していた場合には、
上記の額から免除対象高年齢労働者に支払った賃
金に雇用保険率を乗じて得た額を減ずることがで
きます。
　つまり、免除対象高年齢労働者に対する雇用保
険料は、労使ともに負担が免除されることとなり

ます。
　なお、次のいずれにも該当する労働者が免除対
象高年齢労働者となります。
① 保険年度の初日（４月１日）において満64歳以
上であること
② 雇用保険の一般被保険者（短期雇用特例被保険
者および日雇労働被保険者以外の被保険者）で
あること

　以上のことにより、あなたの会社の従業員（Ａ）
は今年(平成22年)の２月に満64歳になるというこ
とですが、年度の初日である平成21年４月１日の
時では免除対象高年齢労働者には該当しませんで
したので、平成21年度中は雇用保険料を労使とも
負担していただくことになります。
　従業員（Ａ）の場合、平成22年４月１日時点で
満64歳になっていますので、平成22年４月以降の
雇用保険料は労使ともに免除になります。なお、
満65歳の誕生月から免除とお間違いの方もいらっ
しゃいますので、ご留意ください。
　また、免除対象高年齢労働者は雇用保険料が免
除されても、被保険者資格についての変更はあり
ません。ただし、その従業員（Ａ）が65歳に達し
た日以後は高年齢継続被保険者となります。

64歳の雇用保険

被保険者の取扱いは

岡野前二戸支部長が授賞
労働基準行政関係功労者表彰

　この表彰は、労働基準行政に係る施策の推進に特に顕著な功績があり、他の模範と認められる方に対して、
毎年11月23日（勤労感謝の日）付けで表彰されるものです。
　平成21年度労働基準行政関係功労者岩手労働局長感謝状の伝達式が、去る12月３日（木）に岩手労働局（盛
岡市中央通）において行われ、財団法人岩手労働基準協会二戸支部前支部長岡野利雄氏へ山嵜眞司局長より
伝達されました。

〔岡野利雄氏〕
・財団法人岩手労働基準協会　前理事
・財団法人岩手労働基準協会二戸支部　前支部長

　岡野氏は平成10年５月に岩手労働基準協会理事
の職に就き（通算11年）、同協会の運営に参画し、
同協会の発展に尽力し、労働基準行政の推進に大き
く貢献されたこと、平成11年４月からの支部長代
行を経て平成11年５月から岩手労働基準協会二戸
支部長として二戸支部会員事業場及び二戸、久慈地
域の事業場の労務管理及び安全衛生管理水準の向上
に大きく貢献されましたことに対し、その功績が顕
著であったと認められました。
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　不快と感じることがないよう、空気・温度・音・
明るさ等の作業空間を維持管理すること

❶作業環境

快適職場推進計画の認定を受けましょう快適職場推進計画の認定を受けましょう

快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、以下の４つの事項が示されています。

＊原則として❶の作業環境を含む、複数の項目を計画に盛り込んでください。

　認定を受けようとする場合は、「快適職場推進計
画認定申請書」を作成し岩手快適職場推進センター
まで提出して下さい。
　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。

＊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

・ 快適化のための措置に関して、労働安全衛生法の
規定を守っている証となります。
・ 快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形
で示すことができます。
・労働災害の防止に寄与します。
・ 一定の要件を満たした場合は、労災保険制度の『特
定メリット』の対象となります。
　＊ （建設の事業及び立木の伐採の事業は対象とな
りません。）

　『快適職場推進計画』認定制度は、事業場が作成した快適職場推進計

画について、岩手労働局長が「快適職場指針」に照らして適切なもので

あると認めるとき、これを認定する制度です。（無料）

　この計画が認定されると岩手労働局長から、認定証が交付されます。

＊ 岩手労働局管内においては平成21年12月末現在726事業場（建築土

木各現場を含む）が認定されています。

❷作業方法等
　心身の負担を軽減するため、相当の筋力を必要と
する作業について、作業方法を改善すること

❸疲労回復支援施設
　疲労やストレスを効果的に癒すことができる休憩
室などを設置・整備すること

❹職場生活支援施設
　洗面所、トイレなど職場で必要となる施設等を清
潔で使いやすい状態にしておくこと

労働基準情報いわてFeb.　2010
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講習会のおしらせ 22年４月迄のご案内
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 新会員事業所のお知らせ 新会員事業所のお知らせ  12月に加入された事業所をご紹介いたします12月に加入された事業所をご紹介いたします

認定番号 事　　業　　場　　名 市町村名

725 川田建設株式会社
簗川ダム８号橋作業所 盛岡市

認定番号 事　　業　　場　　名 市町村名

726 十和田幹線新設（架線）工事
第９工区共同企業体

岩手郡
岩手町

岩手労働局長認定　《12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 特定非営利活動法人　紫波サプリ 紫波町

支部名 事　業　所　名 所在地

釜石 株式会社　千葉 釜石市

死　亡　災　害　速　報　（12月）
■一関署　建設業　11月24日㈫　男71　墜落、転落
  住宅に隣接した作業小屋（木造２階建て）の屋根葺替え工事において、事業主と被災者の二人で屋根
にかけていたブルーシートを撤去するため、被災者が、屋根の上を歩いて移動していたところ、足を
滑らせ、約5.5メートル下の地面に墜落したもの。
■花巻署　通信業　12月１日㈫　男75　交通事故（道路）
　バイクで郵便物の配送中、次の配送先へ行くため見通しのよい直線道路を走行していたところ、前
方に停車していたダンプカーに追突した。
■一関署　建設業　12月22日㈫　男59　飛来、落下
　移動式クレーン仕様のドラグショベルで鉄板を吊っていたところ、吊具から鉄板が外れ、落下した
鉄板の下敷きになった。

11月24日発生分については、前回の原稿締切時に業務上外調査中だったものです。

検索

●講習会の日程などが閲覧できます。

検索

●災害統計等が閲覧できます。
●様式ダウンロードできます。

検索

●災害事例・災害統計
●法令・通達等を閲覧できます。

ホームページのご案内ホームページのご案内
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岩手の死亡災害（12月末）

製　造　業 1 ( 1 )
鉱　　　業 1 ( 0 )
建　設　業 6 ( 7 )
運　輸　業 0 ( 3 )
林　　　業 4 ( 2 )
商　　　業 0 ( 1 )
そ　の　他 1 ( 3 )

累　　　計 13 (17)
 （　）内は前年同期

　平成20年の岩手県における定期健康診断において、何
らかの所見があった者の割合は次のどれでしょうか。

　①　55.8％

　②　17.6％

　③　9.3％

ヒント　本誌２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22年２月25日（木）
●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。
●１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22年２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

　なにか恩義を受けたままになっていると、それが借金の

ように小骨となって喉にひっかかっています。義理を果た

したとたんに爽快感でもってホッとします。

 （川柳原生林11月号〈杜若〉田村志げを作品より）　 監修：中災防、マンガ：ミヤチ　ヒデタカ

○平成22年は、景気低迷、雇用不安などで景気の底
が見えない波乱含みの幕開けとなった。日銀が年初
に発表した県内の経済概況でも「一部に持ち直しの
動きがあるが厳しい状況にある」との景気判断を据
え置いた。
一方、速報値ではあるが、岩手労働局が発表した平
成21年の労働災害発生状況で、県内の死亡災害が過
去最低の13件（昨年は17件）となり、また12月末現
在ではあるが休業４日以上の労働災害発生状況も前
年同期比11.0％減少したことのことである。勿論、
労働災害はゼロが目標ではあるが、今年度はさらに
減少することを願っている。 （Ｍ・Ｓ）


