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＊ 事　業　所　賞 ＊
財団法人 岩手労働基準協会
東日本機電開発株式会社〔盛岡市〕、斎藤工業株式
会社〔宮古市〕、株式会社遠野レミコン〔遠野市〕、
山口電材株式会社岩手事業所〔奥州市〕、デンカア
ヅミン株式会社〔花巻市〕、利根ジオテック株式会
社〔一関市〕、東北電力株式会社大船渡営業所〔大
船渡市〕、二戸ガス株式会社〔二戸市〕
建設業労働災害防止協会岩手県支部
戸張建設株式会社〔盛岡市〕、有限会社菅重建設〔花
巻市〕、株式会社岩手日建工業〔北上市〕、有限会社
土谷組〔奥州市〕、平成工業有限会社〔遠野市〕、佐
野建設株式会社〔釜石市〕
陸上貨物運送事業労働災害防止協会岩手県支部
有限会社佐々木運送〔紫波町〕、有限会社丸恵商事
運輸〔奥州市〕、一関配送株式会社〔平泉町〕、株式
会社サンライズトランスポート〔一関市〕
林業・木材製造業労働災害防止協会岩手県支部
有限会社甲生林材〔大船渡市〕
社団法人　日本砕石協会岩手県支部
宮城建設株式会社久慈砕石工場〔久慈市〕
社団法人　日本ボイラ協会岩手支部
株式会社あさ開〔盛岡市〕
社団法人ボイラ・クレーン安全協会　岩手事務所
有限会社三栄リース〔盛岡市〕
社団法人建設荷役車両安全技術協会岩手県支部
久慈モーター工業株式会社〔久慈市〕

＊ 功　　績　　賞 ＊
建設業労働災害防止協会岩手県支部
高橋伸夫　 （マルケイ建設 株式会社）〔北上市〕
林業･木材製造業労働災害防止協会岩手県支部
熊谷隆司 （岩手県森林組合連合会） 〔盛岡市〕
 （順不同・敬称略）

平成22年度　表彰名簿

主催者代表挨拶の
宇部貞宏副会長
（建設業労働災害防止
協会岩手県支部長）

来賓として挨拶される
山嵜眞司岩手労働局長

特別講演で参加者を釘付けにした立教大学名誉教授正田　亘先生

快適職場推進

壇上前に整列される今年度表彰される
安全衛生表彰の事業場並びに個人の皆さん
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＊ 快適職場推進賞 ＊
株式会社阿部長商店　大船渡食品〔大船渡市〕
及常建設株式会社〔奥州市〕
 （順不同）

快適職場推進賞を受賞される㈱阿部長商店  大船渡食品

快適表彰を受けた
㈱阿部長商店大船渡
食品総務部長鎌田真
路さんの事例発表

講演をされる
岩手労働局佐藤寿幸
安全衛生課長

大会宣言を読み上げる
利根ジオテック前田当
協会理事

大会終了後の
お楽しみ抽選会

岩手県大会

　岩手労働災害防止団体連絡協議会（構成12団体・
事務局岩手労働基準協会）主催の’10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４日開催され、県内事業所から630名の
参加をいただき、盛大に挙行されました。
　主催者を代表して宇部貞宏副会長（建設業労働災
害防止協会岩手県支部長）が、「県内の労働災害は
減少傾向にあるものの、未だ一進一退の状況にある。
労働者の安全と健康確保が事業者の責務であると認

識し、労働安全衛生マネジメントシステムの導入に
よるリスクへの的確な措置を図り、ゼロ災の基本理
念のもと確固たる「安全文化」の定着を全員一丸と
なって取り組むことを願っている」と挨拶しました。
　続いて、安全衛生に積極的に取り組んでいる23事
業場・２個人と快適な職場づくりに取り組んでいる
２事業場が表彰されました。
　また、来賓としてご臨席いただいた山嵜眞司岩手
労働局長は「第11次労働災害防止計画の３年目とし
て、引き続き労働者の安全と健康の確保に取り組ん
でいくことが必要であり、とりわけメンタルヘルス
対策の重要性を経営トップ、事業場トップが自らの
責務として推進に努めていただきたい。」と呼びかけ
られました。
　その後、「働きやすい快適な職場環境づくり」と題
して岩手労働局佐藤寿幸安全衛生課長より講演をい

ただき、さらに快適な環境づくりで表彰を受けた㈱
阿部長商店大船渡食品総務部長鎌田真路氏の事例発

表、そして立教大学名誉教授正田　亘氏より「人間
心理から見た安全対策」と題して特別講演を行いま
した。
　最後は、利根ジオテック前田当協会理事が高らか
に大会宣言を読み上げ参加者全員で確認しあい、労
働災害防止への決意を新たにして閉会となりまし

た。
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■日　時 平成22年11月18日㈭　13時30分～16時

■会　場 ホテルメトロポリタン盛岡　本館「岩手の間」

   盛岡市盛岡駅前通り1-44 TEL：019－625－1211

■内　容 「職場における自殺の予防と対応」

　 岩手県立病院名誉院長　山家　　均 先生　　　

■対象者 事業者・管理監督者・人事労務担当者、　産業保健スタッフ等

■定　員 100名（定員になり次第締め切ります）

■参加費 無料

■申込み・お問い合せ

   中央労働災害防止協会岩手県支部（岩手労働基準協会内）

   〒020-0022 盛岡市大通1－1－16　岩手教育会館７Ｆ

   TEL ０１９－６２３－６５２１　FAX０１９－６２３－６４２４

　全国における自殺者は、平成10年から12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いたします。ご参加いただきますようご案内いたします。

平成22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

作業主任者技能講習のご案内

●乾燥設備
　　１月25日㈫、26日㈬
　　岩手県自治会館（盛岡）
●有機溶剤
　　１月27日㈭、28日㈮
　　岩手県自治会館（盛岡）
●酸素欠乏・硫化水素危険
　　２月16日㈬～18日㈮
　　岩手県トラック協会（矢巾町）
●特定化学物質及び四アルキル鉛等
　　２月24日㈭、25日㈮
　　岩手県自治会館（盛岡）
お問合せは、㈶岩手労働基準協会へ

特定化学物質及び四アルキル鉛
等作業主任者技能講習のご案内

　標記講習を、下記により開催いたします。
この機会に受講されますようご案内いたします。

日　時；11月17日㈬・18日㈭
会　場；岩手県トラック協会（矢巾町）
費　用；受講料　　　7,350円
　　　　テキスト　　1,680円
　　　　合計　　　　9,030円

申　込；㈶岩手労働基準協会　本部
　　　　電話019－623－6521
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中央労働災害防止協会からのお知らせ 年間予約購読のご案内
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Ｑ  長時間の時間外労働をさせると時間外手当を

多く支払わなければならないようになったと聞きま

したがどうなっているのでしょうか。

Ａ  ①今年の４月から、１か月について60時間を
超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた
時間の労働について、法定割増賃金率を現行の
25％以上の率から50％以上の率に引き上げられま
した（但し、中小企業には、当分の間、適用が猶
予されます）。　
②この他、特別条項付きの時間外労働協定（いわ
ゆる「36協定」）を締結した際、限度基準告示で
示されている限度時間（例えば、１か月45時間な
ど）を超える時間外労働に対する割増賃金率を法
定（25％）を超える率とするように努めなければ
なりません（このことに関しては、中小企業に対
する猶予がありません）。

①が猶予される中小企業

「事業場」単位ではなく、「企業（法人または個人事
業主）」単位で判断される

1資本金の額または出費の総額

小売業
5,000万円以下 資本金の額、出資の

総額は、法人登記、

定款等の記載によっ

て判断する。

サービス業

卸売業 １億円以下

それ以外 ３億円以下

または

2常時使用する労働者数

小売業 50人以下

サービス業
100人以下

卸売業

それ以外 300人以下

長時間の時間外労働の割増率

10月１日より 労働基準監督署内の課名を変更しました。労働基準監督署内の課名を変更しました。労働基準監督署内の課名を変更しました。 岩手労働局

　労働基準監督署では、監督、安全衛生及び労災業務を担当しています。比較的小規模な労働基準
監督署で、現在使用している「第１課」、「第２課」などの名称は業務の内容を表しておらず、問い
合わせ先が分かりにくいといったご意見を踏まえ、国民サービスの向上を図る観点から、平成22
年10月１日より、次のとおりといたします。
　なお、今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓口等の変更はありません。

●３課制署の場合（花巻署）

（現行） （変更後）
第　１　課 → 監　督　課 ･･･（監督及び庶務業務担当）

第　２　課 → 安全衛生課 ･･･（安全衛生業務担当）

第　３　課 → 労　災　課 ･･･（労災業務担当）

●２課制署の場合（宮古署、釜石署、一関署、大船渡署、二戸署）

（現行） （変更後）
第　１　課 → 監　督　課 ･･･（監督及び庶務業務担当）

第　２　課 → 労災・安衛課 ･･･（労災及び安全衛生業務担当）

●盛岡署については、変更ありません。
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岩手労働局長認定　《９月認定分》 快 適 職 場 事 業 場

支部名 事　業　所　名 所在地

盛　岡 細野石材店㈲ 盛岡市

盛　岡 佐藤史朗労働安全コンサルタント事務所 盛岡市

盛　岡 ㈲小林工業 盛岡市

支部名 事　業　所　名 所在地

宮　古 グリーンピア三陸みやこ
㈱三陸みやこ 宮古市

大船渡 永光運輸㈱大船渡営業所 大船渡市

  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

　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

認定番号 事　　業　　場　　名 市町村名

758 東亜建設工業㈱東北支店　盛岡第２合庁作業所
盛岡第２合同庁舎（仮称）整備等事業建設工事 盛岡市

759 株式会社　岩手日建工業
一般国道107号平和橋橋梁補強（RC巻立）工事 北上市

760 及常建設株式会社
田瀬ダム維持その２工事 花巻市

認定番号 事　　業　　場　　名 市町村名

761 菱和建設株式会社
厨川地区歩道設置工事 盛岡市

762 開成建設株式会社
盛岡南新都市306街区道路外整備工事 盛岡市

　次世代育成支援対策推進法では、子育てサポートに関する一般事業主行動計画を策
定・届出しその計画目標を達成するなどの基準を満たした事業主を認定しています。
　認定を受けた企業は、次世代認定マーク（くるみん）を広告や商品、ホームページ、
求人広告などに表示することができ、「子育てサポート企業」として広くアピールす
ることができます。

子育てサポートのための一般事業主行動計画を策定し、
くるみんマークをめざしましょう！

認定マーク
（愛称くるみん）

　認定を受けるための要件は
　主な要件は以下のとおりです。
要件①　雇用環境の整備について適切な一般事業主行動計画（２～５年計画）を策定し、定めた目標を達成したこと。
要件②　 平成21年４月１日以降に新たに策定・変更した一般事業主行動計画について、公表及び労働者への周知を

行っていること。
要件③　計画期間内に男性の育児休業者が１名以上いること。

《常時雇用する労働者が300人以下の企業には特例があります。》
　計画期間内に男性育児休業者がいない場合でも次のいずれかを満たせば要件を満たすことになります。
　①計画期間内に子の看護休暇を取得した男性がいること（１歳未満の子のために利用した場合を除く）。
　② ３歳に達するまで（小学校就学の始期に達するまででも可）の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度を利
用した男性がいること。

　③計画開始前３年以内に男性育児休業者が１名以上いること。

要件④　計画期間内に女性の育児休業取得率が70％以上であること。

《常時雇用する労働者が300名以下の企業には特例があります。》
　計画期間内に女性の育児休業取得率が70％未満であっても、計画期間と計画開始前最長３年間を合わせて計算し
たときに70％以上となれば要件を満たします。

要件⑤　３歳から小学校就学前までの子を持つ労働者を対象とする短時間勤務などの制度があること。
要件⑥　「所定外労働の削減」や「年次有給休暇取得促進」などについて取組をしていること。

　認定企業数は
・全国では920社（平成22年６月末現在）が認定を受けています。岩手県内の認定企業は２社です。

厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html）もご覧ください。

一般事業主行動計画、くるみんマークについてのお問い合わせ先は
岩手労働局雇用均等室（電話 ０１９－６０４－３０１０）
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講習会のおしらせ 23年１月迄のご案内
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電話番号 FAX番号 E-mail アドレス

本 　 　 部 ０１９－６２３－６５２１ ０１９－６２３ー６４２４ honbu@iwateroukikyo.com

盛 岡 支 部 ０１９－６２２－０６８２ ０１９－６２２－０６３４ morioka@iwateroukikyo.com

宮 古 支 部 ０１９３－６２－４９０６ ０１９３－６２－４９０６ miyako@iwateroukikyo.com

釜 石 支 部 ０１９３－２２－３９４４ ０１９３－２２－３９４４ kamaisi@iwateroukikyo.com

花 巻 支 部 ０１９８－２４－９５１１ ０１９８－２３－６３０３ hanamaki@iwateroukikyo.com

一 関 支 部 ０１９１－２３－７７２９ ０１９１－２３－７７２０ ichinoseki@iwateroukikyo.com

大船渡支部 ０１９２－２７－３７９７ ０１９２－２７－８９７４ ofunato@iwateroukikyo.com

二 戸 支 部 ０１９５－２３－５５２１ ０１９５－２３－０４１９ ninohe@iwateroukikyo.com

岩手労働基準協会お問い合わせ先

�������	
�����������������

「石綿救済法」による特別遺族給付金の請求期限は平成24年３月27日までです。
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岩手の死亡災害（９月末）

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

累　　　計 12 ( 8 )
 （　）内は前年同期

　本年４月から、１か月に月60時間を超えて時間外労働
をさせた場合の法定割増賃金率が変更になりました（中
小企業は猶予されています）。その法定割増賃金率は次
のどれでしょうか。

　①　25％以上

　②　35％以上

　③　50％以上

●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11月25日（木）消印有効
●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　　②

ヒント　本誌８ページに関連記事
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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

　消費税は内税で表示することになっていますが、たまに

外税の店があります。いざレジに持って行って、桁が１桁

上がったりすると、買う気がしなくなります。

 （川柳原生林８月号〈杜若〉阿部悦女作品より）　

○柔道のヤワラちゃんこと谷選手が引退を表明し
た。20年間国内外のトップとして活躍し、国民に夢
を与えた功績は評価に値する。先般開催された国際
柔道大会での女子選手の活躍はめざましかった。こ
れも谷効果ではなかったかと思う。今回の引退に対
しさまざまな意見もある。しかし、これまでの実績
を考えたとき、本人にしかわからない苦労や並みは
ずれた努力があったことと思う。誰にも批判する資
格などない。今後は「スポーツ振興と環境の整備」
に取り組みたいという。日本はスポーツ環境に関し
ては後進国といってもいい。充分な施設や環境もな
い。子供たちが伸び伸びとスポーツに取り組める環
境づくりは、子供たちの健全な育成につながるもの
と確信している。谷さんの今後の活躍に期待したい。
 （Ｍ・Ｓ）

監修：中災防、マンガ：ミヤチ　ヒデタカ


