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平成24年度定時評議員会・臨時理事会を開催

　６月15日、平成24年度定時評員会が評議員12名が
出席し、盛岡市のホテル東日本で開催されました。
　評議員会において、平成23年度事業報告が報告さ
れ、また、経常収益計２億6,167万円余、経常費用計
２億4,462万円余の平成23年度決算報告が承認されま
した。
　また、厳しい経済環境や労働環境の中ではあるが、
当協会の目的である労働者の福祉の向上と産業の健

全な発展に寄与するための活動をはじめ、関係法令
等の一層の普及促進のための活動を実施するとする

平成24年度事業計画、経常収益計２億6,133万円余、
経常費用計２億4,812万円余の平成24年度予算が承認
されました。
　この後、任期満了に伴う理事の選任が行われ、本
部・各支部から推薦された理事候補者全員が評議員
の賛成により理事に選任されました。
　さらに、欠員が生じた監事１名の選任が行われま
した。
　定時評議員会終了後、選任された理事による、平
成24年度臨時理事会が開催され、会長、副会長、業
務執行理事、専務理事が決議により選定されました。
　なお、平成23年度事業報告、平成23年度決算報告
は当協会のホームページをご覧ください。

理事・監事　名簿

 平成24年６月15日
理　事

役職名 氏　　名 所属事業所

会　 長
代表理事

三浦　　宏 東北電力㈱
岩手支店

再任

副 会 長
業務執行理事

山田　雅之 日本通運㈱
盛岡支店

新任

副 会 長 宮澤　啓祐 ㈱宮澤商店 再任

副 会 長 佐々木一嘉 ㈱佐々木組 再任

理　 事 佐藤　英朗 コープケミカル㈱
宮古工場

再任

理　 事 黒田　榮一 産業振興㈱
釜石事業所

再任

理　 事 安藤　國弘 太平洋セメント㈱
大船渡工場

再任

理　 事 梅垣俊一郎 ㈱一戸製材所 再任

専務理事 中村　靖夫 （公財）岩手労働
基準協会

再任

監　事

役職名 氏　　名 所属事業所

監　 事 花上　　昭 ㈱ジョイス 継続

監　 事 千葉　伸行 東北電力労組
岩手県本部

継続

監　 事 尾　敏哉 ㈱東北銀行 新任

定時評議員会

臨時理事会
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～職場のパワーハラスメントを予防・解決していくために～
　労使の皆様へ �
　職場のパワーハラスメントは、相手の尊厳や人格を傷つ
け、時には、心身の健康や   命すら危険にさらされる許さ
れない行為であるとともに、職場環境を悪化させるなど、
職場からなくしていかなければならないものです。
　厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円
卓会議」（以下「円卓会議」）では、この問題に対する労使、
さらには一人ひとりの取組を呼びかけるため、この問題の
予防と解決に向けた「提言」を取りまとめました（平成24
年３月15日公表）。

　提言等のポイント  
　円卓会議では、「職場のパワーハラスメント」の概念※を、
次のように整理しています。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対
して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を
背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦
痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

　その上で、この問題に対し、企業や労働組合といった組
織が取り組むとともに、職場の一人ひとりにも、それぞれ
の立場から取り組むことを求めています。
　提言をもとに、組織は必要な対策に取り組むとともに、
一人ひとりが自分たちの職場を見つめ直し、互いに話し合
うことからはじめましょう。
※�円卓会議では、この他、職場のパワーハラスメントの典型的な
６つの行為類型を整理。

　具体的な取組のポイント  
　円卓会議でまとめた、具体的な取組のポイントは次のと
おりです。

  企業や労働組合へ  
　予防と解決のための取組例をそれぞれ紹介。
　予防： トップのメッセージ、ルールを決める、実態を

把握する、教育する、周知する。
　解決：相談や解決の場を設置する、再発を防止する。
  トップマネジメントへ  
　こうした問題が生じない組織文化を育てるために、自
ら範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの取組を
行うべき。
  上 司 へ  
　自らがパワーハラスメン

トをしないことはもちろ

ん、部下にもさせてはなら
ない。ただし、必要な指導
を適正に行うことまでため

らってはならない。

  職場の一人ひとりへ  

・ 人格尊重：互いの価値観などの違いを認め、互いを受
け止め、人格を尊重し合う。
・  コミュニケーション：互いに理解し協力し合うため、
適切にコミュニケーションを行うよう努力する。
・  互いの支え合い：問題を見過ごさず、パワーハラスメ
ントを受けた人を孤立させずに声をかけ合うなど、互
いに支え合う。

  関係団体へ  
　この提言等を周知し、対策が行われるよう支援するこ
とを期待する。

　さらに詳しい内容については、厚生労働省ホームページ
をご覧ください。提言や参考資料の全文が、ＰＤＦ形式で
掲示されています。
　労使の皆様におかれては、この問題への取組を、職場の
活力につながるものととらえて、積極的に進めていただく
ようお願いいたします。

参考：��職場のパワーハラスメントの典型的な行為類型と
　考え方

　円卓会議では、「職場のパワーハラスメント」の概念整理
と合わせて、典型的な行為類型と、職場のパワーハラスメ
ントに当たるかどうかの判断の考え方を示しています。

①暴行・傷害（身体的な攻撃）
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃）
③隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し）
④�業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強
制、仕事の妨害（過大な要求）
⑤�業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じることや仕事を与えないこと（過小な
要求）
⑥私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）
※�これらは典型的なものであり、すべてを網羅するものではあ
りません。

　①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業
務の適正な範囲」に含まれるとすることはできません。
　②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは
通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」
を超えると考えられます。
　④から⑥までについては、「業務上の適正な指導」との線
引きが必ずしも容易でない場合があると考えられます。こ
うした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」か
については、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的
な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的で
あるかどうかによっても左右される部分もあると考えられ

るため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確に
する取組を行うことが望ましいとしています。



 

  ～岩手産業保健推進センターのお知らせ～  
岩手産業保健推進センターでは、衛生管理担当者、人事・労務管理担当者、産業看護職、産業医、管理監督者、

事業主等の産業保健スタッフの業務を支援するため、各種産業保健研修会を開催しています。 

お申込み・お問合せは、岩手産業保健推進センター（電話 019-621-5366 FAX 019-621-5367）またはホームペ

ージ（http://www.sanpo03.jp/）のメールフォームから。 

 

開催日時 開催場所 研修テーマ等 

7 月 11 日（水） 

13:30～16:30 

一関市 

アイ･ドーム 

カウンセリング研修 Ⅰ－３       （メンタルヘルス推進担当者等の 

「コーチング」（ワーク含む）      実務担当者等を対象とする研修） 

7 月 13 日（金） 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１６ 

看護職等研修Ⅰ 新労災認定基準を学ぶ（事例検討、交流会） 

 ①心理的負荷による精神障害の労災認定基準 

②意見交換、交流会 

7 月 19 日（木） 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１０ 

衛生管理者・衛生推進者・産業看護職・人事労務担当者等研修 

 ①働く女性の健康管理 

②健康診断の事後措置指針 

7 月 21 日（土） 

14:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１１ 

産業医研修  ※日医認定産業医研修（生涯研修）２単位取得 

 職業性疾病の予防１【粉じん対策】 

法令に定める粉じん対策、作業環境測定と結果の活用、ほか 

7 月 25 日（水） 

13:30～16:30 

一関市 

アイ･ドーム 

メンタルヘルス対策シリーズ７８ 管理監督者研修【睡眠とストレス解消】 

①快適な睡眠でメンタル不調を防ごう（睡眠障害） 

②いろいろなストレス対処方法（明日から出来るストレス解消方法） 
 
※８月の予定  ８月 ６日（月） 盛岡市 カウンセリング研修Ⅱ 「アサーション」 

８月２１日（火） 北上市 衛生管理者等研修 「放射線の基礎知識」 

８月２３日（木） 一関市 看護職等研修Ⅱ 「新労災認定基準を学ぶ」 

８月２５日（土） 北上市 産業医研修Ⅱ 「化学物質等による中毒予防」 日医認定２単位取得 

　全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて
以来、「人命尊重」の基本理念の下、「産業界にお
ける自主的な労働災害防止活動を推進するととも
に、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着
を図ること」を目的に、一度も中断することなく
続けられ、本年で85回目を迎えます。
　この間、労働災害は長期的には減少してきてい
ますが、平成22年、23年と２年連続して増加して
おり、本年も増加傾向に歯止めがかからない状況
となっております。
　また、昨年３月11日に発生した東日本大震災の
復旧・復興工事はこれから本格的に進められよう
としており、これに関連した労働災害の増加が懸
念される状況にあります。
　労働災害を防止するためには、安全基準や作業
手順などの基本的ルールを守るという原点に立ち
返ることが必要であり、そのことによって労働者
の安全を確保し、労働災害ゼロを目指していく必
要があります。

　このような観点から、平成24年度の全国安全週
間は、

　「ルールを守
まも

る安
あん

全
ぜん

職
しょくば

場
　　　　　　　　みんなで目

め

指
ざ

すゼロ災
さい

害
がい

」

をスローガンとして７月１日から７月７日まで
（準備期間　６月１日から６月30日まで）展開され
ます。
　
　この全国安全週間を契機として、それぞれの職
場において、トップから第一線の現場に至るま
で、労働災害防止の重要性についてさらに認識を
深め、安全活動の着実な実行を図ることによって、
県内産業界の安全水準がさらに向上し、復興の足
音が高まっていくことを祈念いたします。

　平成24年７月１日　　　　　　
 岩手労働局長　小林　　健　

平成24年度　全国安全週間　岩手労働局長メッセージ
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　除染等業務に従事する労働者の放射線障害を防止
するため、厚生労働省では、「東日本大震災により生
じた放射性物質により汚染された土壌等を除染する
ための業務等に係る電離放射線障害防止規則」（以下
「除染電離則」という。）を平成24年１月１日から施
行しておりますが、避難区域の見直しに伴う復旧・
復興作業従事者の放射線障害防止対策のため、７月
１日から除染電離則の一部を改正し、適用範囲を拡
大することとなりました。
　新たに適用される業務として

　・特定汚染土壌等取扱業務
　　 　セシウムの濃度が１万Bq/㎏超える土壌等を
取り扱う業務

　・特定線量下業務
　　 　平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所での
業務（除染等業務を除く）

が追加されました。　

　また、除染電離則と相まって、重要な事項を一体
的に示した「除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン」を一部改正して特
定汚染土壌等取扱業務に対応させるとともに、新た
に「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害
防止のためのガイドライン」を定めました。
　この除染電離則等の適用は、岩手県内では、汚染
状況重点調査地域である一関市、奥州市及び平泉町
が対象地域となります。
　除染電離則及びガイドラインの主な内容として、
　　１　�被ばく線量管理の対象及び被ばく測定線量

管理の方法
　　２�　被ばく低減のための措置
　　３�　�汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置
　　４　労働者教育
　　５　健康管理のための措置
　　６　安全衛生管理体制

を定めています。

　詳しくは、厚生労働省ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002czvf.html　

施設内での放射線業務

高

低

施設外での除染等業務

（汚染物質を取り扱う業務）

電離則

施設内で管理
する除去土壌・
汚染廃棄物の
処分

除染電離則

特定線量下業務ガイドライン

平均空間線量率が
2.5μSv/h 超の
場所での業務

（汚染物質を取扱わない業務）

特定線量下業務

除染電離則

除染等業務ガイドライン

廃棄物収集等
業務

土壌等の除染
等の業務

（除去土壌・汚

染廃棄物の収

集・運搬・保管）

特定汚染土壌
等取扱業務

（土壌等の除染

等業務以外）

放射能濃度
１万 Bq/kg 超

　除染電離則は除染特別地域等（除染特別地域及び汚染状況重点調査地域）に適用されますが、除染作業等
に関する法令の適用関係等は次のとおりです。
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除染電離則等が一部改正されます



◇労働時間管理の具体的な方法は？

・所定外労働時間を削減するには？

・３６協定の締結、届出（限度時間数、
特別条項など）について具体的に教えてほ
しい

◇変形労働時間制を導入したい！

・１か月単位の変形労働時間制を導入するに
はどんな手続きが必要？

・フレックスタイム制を導入するにはどんな
ことに注意すればいい？

◇休暇制度について

・パートタイム労働者の年次有給休暇はど
うすればいい？

・年次有給休暇の計画的付与制度とはどの
ような制度？

◇その他労働時間等に関するご相談

・就業規則の制定、改正の手順は？

・ワークライフバランス（仕事と生活の調和）
ってどんなこと？

・節電対策に対応した働き方、休み方の工夫
は？

申込先 岩手労働局労働基準部監督課 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1丁目9-15（盛岡第２合同庁舎５F)
電話 019-604-3006 FAX 019-604-1534

働き方・休み方改善コンサルタント 利用申込書

平成 年 月 日

岩手労働局労働基準部監督課 御中

働き方・休み方改善コンサルタントを利用したいので、申し込みます。

所在地

事業場名 電話番号

業 種 担当者職氏名

相談したい内容

□ 労働時間 □ 休日 □ 年次有給休暇 

□ その他

＊本申込みに関して取得された企業情報並びに個人情報については、本申込みにかかわる事務のみに使用し、
当該企業並びに個人の許可なく目的外に使用、提供しません。

～無料でご相談に応じます～

岩手労働局では、労働時間の見直しなどの相談や助言を行うため、働き方・休み方改善

コンサルタントを配置し、企業の労働時間全般の相談などに応じています。

コンサルタントは、労働時間に関するコンサルティングや研修会の講師等も行っています。コンサル
ティングは、労働基準監督官が行う立ち入り調査ではありませんので、お気軽にご利用ください。

こちらから、貴方の会社へ出向きます。

コンサルタントには、専門的な知識及び豊富な経験を有する社会保険労務士等を任用しています。

＊利用希望される方は、下記の利用申込書にご記入の上、ファックスまたは郵送にてお申し込み願います。
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Ｑ  当社では、セクハラ対策を行ってはいますが、
十分なものではないと思っています。どのような
対応をしたらよいのでしょうか。
Ａ  職場におけるセクハラ対策として、男女雇用
機会均等法で定められた９つ（①～⑨）の措置を
全て実施することが義務化されています。
1セクハラの相談がなくても必要な防止措置
　①内容・方針の明確化と周知
　②行為者への対処方針・対処内容の定めと周知
　③相談窓口の定め
　④窓口担当者の適切な対応
　⑤プライバシー保護
　⑥不利益取扱いしない定めと周知

2�セクハラの相談を受けた場合、特に必要な3つ
の措置
　⑦事実関係の迅速かつ正確な確認
　 　セクハラ相談窓口担当者等が、相談者及び行
為者とされる上司の双方から、必要に応じ第三
者からも聴取し事実関係を確認してください。
　⑧当事者に対する適正な措置の実施
　 　セクハラの事実が確認できた場合、行為者に
対し就業規則等に基づく必要な懲戒等の措置を
講じ、併せて状況に応じ、被害者の労働条件上
の不利益の回復、被害者と行為者間の関係改善
に向けた援助、配置転換等を行ってください。

　⑨再発防止措置の実施
　 　セクハラの事実が確認できなかった場合も含

め、広報資料を作成し掲示する等の再発防止対
策を実施してください。

○  均等室に寄せられたセクハラ相談の傾向から、
相談への適切な対応のために次の点に留意して
ください。

□  行為者が事業主（経営者）や上司の場合は特に
被害者の就業継続が困難になる場合が多い。
　 　会社として公正かつ真摯に取り組む必要があ
り、日頃防止対策を役職者会合で説明するなど
上層部への周知徹底も重要です。
□ 被害者は会社の防止対策を知らず、会社への相
談を躊躇する場合が多い。
　 　会社としては服務規程や懲戒規定に定め、窓
口を決めていても、期間雇用者や派遣労働者を
含む全労働者に周知され、認識されているとは
限りません。
　 　定期的、継続的な周知をしてください。

○ 相談しやすい窓口となるよう、複数の窓口担当
者とする、プライバシーは保護され相談や事実
確認に協力しても不利益取扱いを受けない旨を
併せて周知するなど見直してください。

　詳しくは岩手労働局雇用均等室にお問い合わせ
ください（TEL019－604－3010）

セクシュアルハラスメント防止の対応
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‘12 岩手県産業安全衛生大会

記念式典　事例発表　特別講演

岩手教育会館大ホール 
10月３日（水）13時30分

労働保険労災保険
雇用保険

の年度更新は

お忘れなく！
7/10㈫迄
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職場のメンタルヘルス対策　　Vol.3

　～職場復帰支援プラン～
今松メンタルヘルスケア事務所

今 松 明 子

　 主治医による職場復帰可能判断  

　休業中の労働者は主治医による職場復帰可能の判

断が記された復職診断書の提出をもって復職の意思

を表します。この時、診断書には就業上の配慮に関
する主治医の具体的な意見を含めてもらうよう要望

してください。
　なお、現状では、主治医による診断書の内容は病
状の回復程度を中心に記載されていることが多く、
労働者や家族の希望が含まれている場合もありま

す。ここが重要ですが、必ずしも職場で求められる
業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らな

いのです。つまり治癒したということではない場合
が殆どです。そこで産業医が休業労働者の担当業務
を踏まえ、精査したうえで判断し、対応について意
見を述べてもらうという形が望ましいと思います。
しかし、産業医が選任されていない職場もあります。
そういうところは人事労務担当者及び管理監督者

等、又は心の健康推進者等が主治医との連携を図り
ながら進めていくことも必要です。またメンタルヘ
ルス支援センターや地域産業保健センター等の事業

場外資源を活用することも一案です。

　 回復した労働者とは？  

　厚生労働省から出された『職場復帰支援の手引き』
の中に「医学的に業務に復帰するのに問題ない程度
に回復した労働者の要件が記載されていますので紹

介します。
１．労働者が復帰に対して十分な意欲を示している
２．通勤時間帯に一人で安全に通勤できる
３．会社が設定している通勤時間の就労が可能である
４．業務に必要な作業が遂行できる
５．作業等による疲労が翌日までに十分に回復して

いる

６．適切な睡眠覚醒リズムが整っている
７．昼間の眠気がない
８． 業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している

　 職場復帰支援プログラム  

　職場復帰支援についてあらかじめ定めた組織全体

のルールを職場復帰支援プログラムと呼びます。休
業している労働者が円滑に職場復帰するためには、
職場復帰プログラムの策定や関連規程の整備等によ

り、休業から復職までの流れをフローチャートなど
であらかじめ明確にしておくことが必要です。現在、
対象者がいなくともいざという時に慌てないように

作成しルール化をしておきましょう。前述の『手引
き』を参考にしてください。

　 職場復帰支援プラン  

　休職していた労働者が復職するにあたって復帰日

や就業上の配慮など個別に具体的に定めたものを職

場復帰支援プランと呼びます。正式に職場復帰が決
定後、このプランに沿って復帰への支援をしていく
ことになります。
　プラン作成は心の健康担当者等を中心に、人事担
当、管理監督者、当該労働者の間で十分に話し合い
連携しながら進めていく必要があります。
　項目は職場復帰日、管理監督者による就業上の配
慮、人事労務管理上の対応、産業医等の意見、フォロー
アップについてなどです。通常、元の就業状態に戻
すまでにはいくつかの段階を設定し、経過をみてい
かなければなりません。そこでそれぞれの段階に応
じた課題や内容及び期間の設定を行っていきます。
一例ですが、復職１ヶ月は単純な仕事を、問題なけ
れば次のステップとして２ヶ月間は補助的な仕事を、
そこでも順調ならばまた次のステップで２ヶ月、主体
的な業務を担当してもらい、様子を見ながら復職６ヶ
月目から休職前の仕事に戻り通常勤務というような

プランニングを基本としているところもあります。
　労働者にはきちんとした計画に基づき着実に進め

ることが、職場復帰後に長期に安定して働けるよう
になることにつながることの理解をしてもらうことも

必要です。



労働基準情報いわてJul.　2012

■　№		730第三種郵便物承認平成24年７月１日発行労働基準情報岩手

9

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン 　一定の業種（林業・建設業・運送業・製造業・清掃業・旅館業等）の常時50人以上

の労働者を使用する事業場においては、次に該当する者で、かつ、安全管理者選任時研
修修了者から安全管理者を選任することになっています。
①　理系大卒＋２年以上産業安全の実務
②　大卒＋４年以上産業安全の実務
③　理系高卒＋４年以上産業安全の実務
④　高卒＋６年以上産業安全の実務
⑤　７年以上産業安全の実務
　社内人事で新たに安全管理者に選任予定の方もあると思われます。この研修修了が選
任の要件となっておりますので該当者の受講についてご検討ください。
　当協会では、この研修を８月22日（火）・23日（水）に当協会研修センターで開催
いたします。詳細につきましては、本誌11頁及びＨＰをご覧ください。

●安全管理者選任時研修のご案内

　動力プレス５台以上有する事業場においては、プレス作業主任者の選任が必要となっ
ています。
　当協会では、この講習を８月７日（火）、８日（水）に当協会研修センターにおいて
開催いたします。なお、この技能講習は、年１回のみの開催となっています。
　詳細につきましては、本誌10頁及びＨＰをご覧ください。

●プレス作業主任者技能講習のご案内

　石綿による健康被害は、業務により発症したときは労災補償の対象となりますが、こ
の認定基準がこの度改正されました。
　〈肺がんの認定基準〉これまでの認定基準に加え、①広範囲の胸膜プラーク所見が認
められた人で、石綿ばく露作業に従事していた期間が１年以上ある場合、②石綿セメン
ト製品製造業または石綿吹付け作業に５年以上従事したこと等が加わりました。
　〈びまん性胸膜肥厚の認定基準〉これまで必要としていた要件の「肥厚の厚さ」が廃
止されました。
　詳細については、岩手労働局労災補償課または各労働基準監督署へお尋ねください。

●石綿による疾病の労災認定基準が改正されました

新会員事業所のお知らせ� ５月に加入された事業所をご紹介いたします　

支部名 事　業　所　名 所在地

盛岡 ㈱多賀自工 矢巾町

盛岡 ㈱みちのくオートバックス 盛岡市

盛岡 ㈱オリテック21 盛岡市

宮古 山田町観光協会 山田町

釜石 奥寺工業 釜石市

支部名 事　業　所　名 所在地

釜石 ㈲丸和 釜石市

釜石 ㈱小澤商店 釜石市

一関 一関コミュニティＦＭ㈱ 一関市

一関 関東化成工業㈱　岩手工場 一関市

一関 ㈲一関防災設備 一関市



講習会のおしらせ� 24年９月迄のご案内

区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

有機溶剤作業主任者技能講習 9/20(木)～21(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,680

プレス機械作業主任者技能講習 8/7(火)～8(水) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,470

9/3(月)～5(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部 15,225 2,310

9/3(月)～4(火)・6(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部
（一部免除者）

13,125

玉掛け技能講習 7/17(火)～19(木) 花巻市交流会館他 30 花巻支部 21,000 1,600

8/7(火)～9(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

8/7(火)～8(水)・10(金) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

8/8(水)～10(金) 久慈市文化会館アンバーホール 30 二戸支部

8/21(火)～23(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

8/21(火)～22(水)・24(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

8/23(木)～25(土) 一関職業訓練協会他 30 一関支部

8/23(木)～24(金)・26(日) 一関職業訓練協会他 30 一関支部

8/27(月)～29(水) 花巻市交流会館他 30 花巻支部

8/27(月)～28(火)・30(木) 花巻市交流会館他 30 花巻支部

9/4(火)～6(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

9/4(火)～5(水)・7(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

9/26(水)～28(金) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

フォークリフト運転技能講習 7/3(火)～6(木) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部 28,350 1,575

(31時間コース)
7/3(火)・9(月)～11(水) 釜石職業訓練協会 10 釜石支部

7/9(月)～12(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

7/13(金)～16(月) アイ・ドーム他 40 一関支部

7/23(月)～26(木) 花巻市交流会館他 40 花巻支部

7/24(火)～27(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

8/27(月)～30(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

8/27(月)・9/3(月)～5(水) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

9/3(月)～6(木) 花巻市交流会館他 40 花巻支部

9/14(金)～17(月) アイ・ドーム他 40 一関支部

9/18(火)～21(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

9/18(火)・24(月)～26(水) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

フォークリフト運転技能講習
(11時間コース)

8/27(月)・8/31(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

小型移動式クレーン運転技能講習 7/9(月)～11(水) 二戸職業訓練協会 30 二戸支部 27,300 1,600

(一部免除者)
25,200

7/17(火)～18(水)・20(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

7/30(月)～8/1(水) 花巻市交流会館他 30 花巻支部

8/2(木)～4(土) アイ・ドーム他 30 一関支部

8/2(木)～3(金)・5(日) アイ・ドーム他 30 一関支部

8/27(月)～29(水) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

9/4(火)～6(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

9/4(火)～5(水)・7(金) 釜石職業訓練協会他 10 釜石支部

9/10(月)～12(水) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

7/17(火)～18(水)・20(金)

7/17(火)～19(木)

花巻市交流会館他 30 花巻支部
(一部免除者)

18,900

岩手労働基準協会研修センター

11,550 1,5757/23(月)・27(金) 花巻市交流会館他 20 花巻支部

定　員 盛岡支部

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

技
　
　
　
　
　
　
　
　
能
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
　
　
習
　
　
　
　
　
　
　
　
等
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区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

ガス溶接技能講習 7/26(木)～27(金) 二戸職業訓練協会 30 二戸支部 9,450 840

8/1(水)～2(木) 久慈市文化会館他 30 二戸支部

8/6(月)～7(火) 宮古高等技術専門校 40 宮古支部

安全衛生推進者養成講習 8/1(水)～2(木) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,400 1,260

8/29(水)～30(木) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

8,400
9,450

8,400
9,450

12,900
13,950

4,200
5,250
5,250 1,050
6,300

5,250 1,155
6,300

11,550 840
12,600

11,550 1,470
12,600
12,600 1,260
14,700

会員 無料

非会員 1,500

研削といしの取換え等の業務
特別教育

9/25(火)～26(水) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

岩手労働基準協会研修センター 60 盛岡支部

9/20(木)～21(金) 花巻市交流会館他 20 花巻支部

岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部

岩手労働基準協会研修センター

気仙教育会館 30 大船渡支部

岩手労働基準協会研修センター

7/5(木)

7/30(月)～31(火)

岩手労働基準協会研修センター

9/13(木)～14(金)

盛岡支部30

630

1,600

30

30

盛岡支部

盛岡支部

花巻支部60

1,05040 宮古支部

酸素欠乏危険作業特別教育

7/4(水)～5(木)

7/4(水)～5(木)

アーク溶接特別教育

粉じん作業特別教育

■　上記以外の講習については、最寄りの支部にお問い合わせください。

8/9(木)～10(金) 岩手労働基準協会研修センター職長・安全衛生責任者教育

問い合わせ・申込先・メールアドレスは下欄をご覧ください

クレーン運転業務特別教育

小型車両系建設機械運転特別教育 20 花巻支部花巻市交流会館他

7/9(月)～10(火) 48

盛岡支部

花巻支部

■　特別教育及びその他の講習の受講料は、上段＝会員、下段＝会員以外です。

■　受講料・テキスト代は消費税込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。

50

花巻市技術振興会館

労働衛生担当者研修 9/7(金)

テキスト代込

1,500

盛岡支部

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

大船渡支部 6,000

100

9/25(火)～26(水)

7/13(金)

一関支部

本　部

8/8(水)

危険予知普及講習 気仙教育会館 308/23(木)

安全管理者選任時研修 8/28(火)～29(水) 岩手労働基準協会研修センター

職長教育

30アイ・ドーム

7/5(木)～6(金)

宮古高等技術専門校

9/18(火) 岩手労働基準協会研修センター 60

9/18(火)～19(水) 花巻市交流会館他

二戸支部

一関支部

特
　
別
　
教
　
育
　
講
　
習

9/18(火) 岩手労働基準協会宮古支部他 40 宮古支部

8/28(火)～29(水)

40

岩手労働基準協会研修センター 100 盛岡支部

技
 

能
 

講
 

習
 

等

9/21(金)～22(土)

二戸職業訓練協会

北上製紙㈱

30

電話番号 FAX番号 E-mail アドレス

本 　 　 部 ０１９－６81－9911 ０１９－６81ー1018 honbu@iwateroukikyo.com

盛 岡 支 部 ０１９－６81－1076 ０１９－６81ー1018 morioka@iwateroukikyo.com

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

釜 石 支 部 ０１９３－５５－４３８０ ０１９３－５５－４３８１ 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 ０１９２－４７－３８８２ ０１９２－４７－３８８７ 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

大船渡支部仮事務所　〒022-0003��大船渡市盛町字東町10-3　岩手開発鉄道㈱２Ｆ

区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

ガス溶接技能講習 10/14(金)～15(土) 花巻市技術振興会館他 60 花巻支部 9,450 840

10/25(火)～26(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

安全衛生推進者養成講習 8/4(木)～5(金) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,400 1,260

9,450

9,450

13,950

6,300

4,200 800

5,250

11,550 840

12,600

11,550 1,470

12,600

1,000

1,500

12,600 1,260

14,700

10/13(木)～14(金)及び 12,600 6,300
      10/20(木)～21(金)

の４日間 14,700

本　部

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

第１種衛生管理者試験準備講習 岩手労働基準協会研修センター 100

50 盛岡支部

100岩手労働基準協会研修センター

職長教育

1,050

9/8(木) 基準協会宮古支部 40 宮古支部

5,250

アーク溶接特別教育 8/29(月)～30(火)

特
　
 

別
　
 

教
　
 

育
　
 

講
　
 

習

9/22(木)～23(金)

9/2(金)～3(土)

石綿使用建築物等解体の業務
特別教育

技
能
講
習
等

40

花巻支部花巻高等職業訓練校他 60

二戸職業訓練協会

409/9(金)～10(土)

12,900

一関支部

花巻支部20

9/13(火)

40

研削といしの取替え等の業務
特別教育

クレーン運転業務特別教育

9/21(水)～9/22(木)

岩手労働基準協会研修センター

花巻市交流会館他

職長・安全衛生責任者教育

盛岡支部

安全管理者選任時研修

10/18(火)～19(水)

8/10(水)～11(木) 岩手労働基準協会研修センター

衛生担当者研修会

■　上記以外の講習については、最寄りの支部にお問い合わせください。

■　特別教育及びその他の講習の受講料は、上段＝会員、下段＝会員以外です。

■　受講料・テキスト代は消費税込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。

問い合わせ・申込先・メールアドレスは下欄をご覧ください

アイ・ドーム

盛岡支部

20

60

盛岡支部

北上製紙(株) 40 一関支部

100

小型車両系建設機械運転業務
特別教育

10/6(木) 岩手労働基準協会研修センター 30

9/8(木)～9(金) 岩手労働基準協会研修センター

9/2(金)

1029(土)

本　部

盛岡支部

1,600

1,0508,400

一関支部

二戸支部

8,400

9/26(月)～27(火) 岩手労働基準協会研修センター 60 盛岡支部

北上製紙(株)

1,500

10/21(金)～22(土) 花巻市交流会館他 20 花巻支部

10/7(金)～8(土) アイ・ドーム他 40 一関支部

岩手労働基準協会研修センター
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ク
イ
ズ
で
ゲ
ッ
ト

　今年も岩手県産業安全衛生大会が多数の県内の関係者

が集い開催され、特別講演として塚原利夫氏が予定され
ています。
今年の開催日は何月何日でしょうか。

　①　８月３日
　②　９月３日
　③　10月３日

ヒント　本誌７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24年７月25日（水）消印有効
●宛先　　	 〠020－0857　盛岡市北飯岡一丁目10－25
 　　（公財）岩手労働基準協会　クイズ係宛て
 　　ＦＡＸ 019－681－1018
  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。
●６月号の正解　　②
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岩手の死亡災害（５月末）

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

累　　　計	 5	 ( 6 )
	 （　）内は前年同期

編 集
後 記

川
柳
コ
�
ナ
�

発　行　所  公益財団法人岩手労働基準協会
　　　　　　  盛岡市北飯岡一丁目10－25
  〠020－0857／☎019－681－9911／FAX019－681－1018
編集・発行人 中　村　靖　夫

発　行　  平成24年７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

華やかな都会で餓死というニュース

　干渉が無いから、都会が住み易いと考える人もいますが、

隣近所との付き合いがなければ、これも困ったことです。何ヶ

月か経ってから餓死が見つかることが良くあります。

	 （川柳原生林４月号〈杜若〉川村静子作品より）　

　近年、職場のいじめやパワハラの労働相談が多く
なっているとのこと。併せて訴訟となる事案も散見さ
れる。その多くは、使用者が「安全配慮義務」を果
たしていないとするものだ。更には、使用者には「パ
ワーハラスメント防止義務」がある旨明示した判例も
ある。
　部下を厳しく鍛え指導することとパワハラは似て非
なるものであり、部下を傷つけ、部下の活力、延いて
は企業の活力を低下させ、企業のイメージダウンに
つながっていく。
　本誌３ページに記載した提言を参考にしていただ
くとともに、相手の気持ちを考えることが、パワハラ
の防止につながっていくものと思われる。 （ＹＮ）

監修：中災防、マンガ：ミヤチ　ヒデタカ

12

（注）震災に伴うものは含んでいません。


