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高めよう
一人ひとりの安全意識
みんなの力でゼロ災害

（安全週間スローガン）
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　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86回目を迎えます。
　この間、労使の真摯な取組などもあり、長期
的には、労働災害は減少してきましたが、平成
22年から３年連続して増加に転じており、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。
　このような中、平成25年度を初年度とする第
12次労働災害防止計画がスタートしました。こ
の計画では、重点施策として、これから本格化
する時期を迎える、東日本大震災の復旧・復興
工事における労働災害防止対策の推進ととも

に、労働災害が多い、製造業、建設業、商業の
３業種や労働災害の減少傾向が見られない、道
路貨物運送業、社会福祉施設の２業種などを中
心に、労働災害防止対策を推進していくことと
しております。
　労働災害を防止するためには、トップから安
全衛生の担当者、労働者までの事業場の全員が
現場を確認し、機械設備の安全基準や作業手順

などの基本的なルールを守ることに加え、事業
者から労働者一人ひとりまでの安全に対する意

識や危険感受性を高めることにより、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25年度の全国安全
週間は、

　「高めよう  一人ひとりの安全意識
   　　　　　　　みんなの力でゼロ災害」

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
職場で、改めて労働災害防止の重要性を認識し、
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するととも

に、一日も早く復興が進むことを祈念いたしま
す。
　

　平成25年７月１日　　　　　　
 岩手労働局長　小林　　健　

平成25年度　全国安全週間　岩手労働局長メッセージ

あなたの近くに、胆管がんの方はいらっしゃいませんか？胆 管 が ん

仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。
胆管がんの発症や死亡から、長期間経過している場合も、労災として認定される可能性があります。
※業務と胆管がん発症との関係について、一定の検討結果がとりまとめられたことにより、平成25年３月14日までは、胆
管がんによる労災保険の請求権の時効は進行しないことになっています。

◆ 過去に印刷機の洗浄・払拭作業のように、1，2－ジクロロプロパン、
　ジクロロメタン等※を用いた溶剤に高濃度でばく露した方
◆若くして胆管がんを発症した方
　（胆管がんは通常、高齢者に発症が多いとされる疾病です。）

特に次のような方は
ご注意ください。

労災認定については、岩手労働局労働基準部労災補償課（℡019－604－3009）、
又は各労働基準監督署にご相談ください。

※1，2－ジクロロプロパン、
　ジクロロメタンとは
　溶剤、洗浄剤等に使用されている
　塩素系有機溶剤です。
　なお、具体的な商品名ではありません。
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男女雇用機会均等法や改正育児・介護休業法等に沿った
取組はお済みですか？

　平成24年度に労働者、事業主等から岩手労働局雇
用均等室に寄せられた相談状況を取りまとめまし
た。それぞれの相談状況は次のとおりです。

1		男女雇用機会均等法関係　　 　

　相談件数は194件で、相談内容の最多はセク
シュアルハラスメント関係で86件、次いで妊
娠・出産等を理由とする不利益取扱い関係28
件、母性健康管理関係29件となっています。

2		育児・介護休業法関係 　

　相談件数は、育児関係が902件、介護関係が
510件。育児関係で相談内容の最多は、育児休
業制度関係で164件、次いで勤務時間の短縮の
制度関係135件、子の看護休暇関係126件となっ
ています。介護関係では、介護休業制度に関す
る相談が最多で111件、次いで介護休暇関係105
件、勤務時間の短縮の制度関係93件となってい
ます。

3		パートタイム労働法関係 　

　相談件数は180件で、相談内容は正社員への
転換制度関係が46件で最多、次いで労働条件の
文書交付関係20件、正社員との賃金の均衡処遇
関係15件となっています。

相談内容から次の取組について
点検をお願いいたします。

　セクシュアルハラスメント対策は万全ですか？

□ セクハラの内容を具体的に示した上で、セクハラ
行為は禁止しているとの会社の方針を全労働者に
周知・啓発していますか。

□ セクハラの行為者への処分方針を明確化するとと
もに、セクハラの程度に応じた処分内容をルール
化していますか。

□ 相談窓口を定め、全労働者に周知していますか。
□ 相談者だけでなく行為者等関係者のプライバシー

を保護することを、全労働者に周知していますか。
□ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等
を理由として、不利益な取扱いはしない旨を定め、
全労働者に周知・啓発していますか。

　�妊娠、出産、産前産後休業、育児休業等を理由と
する不利益な取扱い（解雇・退職強要。雇止め・
パートへの身分変更の強要等）はなされていませ
んか？　

□ このような取扱いは、正社員だけでなく、非正規
社員に対しても禁止されています。

　�平成24年７月から改正育児・介護休業法が全面
施行となっています。以下のとおり、法に沿った
規定に整備していますか？

□ 「育児休業制度」や「育児のための時間外労働の
制限の制度」の対象者から、専業主婦の夫などを
除外していませんか。

□ 父母ともに育児休業を取得する場合、取得可能期
間を、子が１歳２ヶ月に達するまでとしています
か。

□ ３歳までの子を養育する労働者に対する所定労働
時間を６時間とする短時間勤務制度が導入されて
いますか。また、３歳までの子を養育する労働者
に対する所定外労働免除制度が規定されています
か。

□ 「子の看護休暇制度」について小学校就学前の子
が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日
と規定されていますか。

□ 要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応
するため、「介護休暇制度」（年５日、対象者が２
人以上であれば年10日）が規定されていますか。

　�パートタイム労働法に沿った雇用管理を行ってい
ますか？

□ 労働条件の文書交付にあたって、昇給の有無、賞
与の有無、退職金の有無を明示していますか。

□ パートタイム労働者に対して、正社員への転換措
置を講じていますか。

お問い合わせは、岩手労働局雇用均等室まで
（電話019-604-3010）
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＊利用希望される方は、下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。

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

　　事業場名　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者職氏名

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。

業 種
相談したい内容

　□　労働時間　　　　　□　休日

　□　年次有給休暇　　　□　その他労働者数 人

＊�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。

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。

働き方・休み方改善
コンサルタントについての
お問い合わせ・申込は

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

◇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

◇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？

◇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？

◇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？

働き方・休み方改善コンサルタント
活用のご案内
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　平成25年10月１日から、食品加工用機械について、作業の特性に応じた安全対策を義務付けた労働安全衛生規則（以下「安

衛則」という）が施行されます。

　食品加工用機械による休業４日以上の死傷災害は、年間2,000件近く発生しており、他の産業機械による災害に比べ、特に

多い状況にあります。

　災害内容も、身体部位の切断や挫滅により身体に障害が残る可能性のあるものが全体の１／４を占めています。

　このような状況を踏まえ、機械の危険な部分への覆いの設置や、食品の原材料の送給・取り出し時の運転停止、用具の使用

などが義務付けられました。

　改正安衛則の内容をまとめましたので、食品加工用機械の安全な使用のためにお役立てください。

　１　食品加工用切断機・切削機の対策	

切断機等の覆い等（安衛則第130条の２）

　事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断

に必要な部分以外の部分には、覆い､囲い等を設けなければならな

い。

切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止（安衛則第

130条の３）

・	事業者は、前条の機械（原材料の送給が自動的に行われる構造

のものを除く。）に原材料を送給する場合において、労働者に危

険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又

は労働者に用具等を使用させなければならない。

切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止（安衛則第

130条の４）

・	事業者は、第130条の２の機械（原材料の取出しが自動的に行

われる構造のものを除く。）から原材料を取り出す場合において、

労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を

停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。

　２　食品加工用粉砕機・混合機の対策	

粉砕機等への転落等における危険の防止（安衛則第130条の５）

・	事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部か

ら転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるとき

は、蓋、囲い、高さが90センチメートル以上の柵等を設けなけ

ればならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の

性質上困難な場合において、安全帯（労働安全衛生法施行令第

13条第３項第28号の安全帯をいう。以下同じ。）を使用させる

等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限り

でない。

・	事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労

働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けな

ければならない。

粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止（安衛則第130条の６）

・	事業者は、前条第１項の機械（原材料の送給が自動的に行われ

る構造のものを除く。）に原材料を送給する場合において、労働

者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止

し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。

粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止（安衛則第130条の7）

・	事業者は、第130条の５第１項の機械（内容物の取出しが自動

的に行われる構造のものを除く。）から内容物を取り出すときは、

当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなけ

ればならない。

　３　食品加工用ロール機の対策	

ロール機の覆い等（安衛則第130条の８）

・	事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれ

のある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。

　4　食品加工用成形機・圧縮機の対策	

成形機等による危険の防止（安衛則第130条の９）

・	事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が

身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及ぼす

おそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。

食品加工用機械を使用して作業を行う事業者の皆さまへ
平成25年10月１日から、食品加工用機械についての規定を追加した改正

「労働安全衛生規則」が施行されます

お問い合わせは、岩手労働局健康安全課又は
各労働基準監督署へ

災害件数 食品加工用機械による傷病及び災害原因となった機械の可動部分の内容
（労働安全衛生総合研究所調べ）平成24年の災害件数（休業４日以上の死傷災害）

2000150010005000
（人）

傷病の種類別割合

切断
21％

その他
15％
その他
15％

熱傷
4％

骨折
14％

挫滅
3％

切創
32％

挫創
11％

食品加工用機械の可動部分別の災害割合

その他
25％

切断・切削
44％

整形・圧縮
4％

供給
コンベヤ
ベルト
歯車
7％

ロール
7％

粉砕・混合
13％
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Ｑ 　当社は、自動車部品の製造を行っておりま

　すが、喫煙対策を取組むこととなり喫煙室

の設置等を計画しております。

　関連会社から聞いたところ、喫煙室の設置を行

う場合旅館業等では、助成制度があると聞きまし

たが、製造業には助成制度はないのでしょうか。

Ａ  　厚生労働省では、受動喫煙防止対策を推進
　　　するため、平成23年から助成金制度を設け、
一定の要件を満たす場合に助成を行っておりま

す。
　ご質問のとおり、以前は対象業種が、「旅館業」
「料理業」及び「飲食店」に限定しておりましたが、
平成25年から改正となり、すべての業種が助成対
象となりました。
　そのため、製造業である貴事業場も現在は助成
制度の対象となります。
　助成金の交付額は、「喫煙室の設置等に係る経
費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費
等」で対象の実支出額の１／２または200万円のい
ずれか少ない方となっております。
　なお、助成金は予算の範囲内において助成され
るため、予算がなくなり次第締め切りとなります。

　助成金の申請については、以下の要件が必要と
なります。
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・ 次のいずれかに該当する中小企業の事業主であ

ること

業　種
①常時雇用する
労働者の数

②資本金の規模

卸売業 100人以下 １億円以下

小売業 50人以下 5,000万円以下

サービス業 100人以下 5,000万円以下

上記に該当
しない業種

300人以下 ３億円以下

・ 助成の対象は、一定の要件を満たした喫煙室の
設置に限定されること

・申請時に工事を着工していないこと
・過去に助成を受けていないこと
・ 喫煙室の見積書の内訳が詳細に記載されている

こと

　事案によっては上記以外の要件もありますの

で、詳細については「岩手労働局労働基準部健康
安全課」又は最寄りの「労働基準監督署」にお尋

ね下さい。

「受動喫煙防止対策助成金制度」について

0.2m/s 以上

禁煙区域 喫煙室
屋
外

排気装置

労働基準情報いわて Jul.　2013

■　№		742 第三種郵便物承認平成25年７月１日発行労働基準情報岩手

6



●年間予約購読料は１年単位の前払い制となります。途中解約による返金はできません。
●お申込みいただき次第、商品とは別に請求書と専用の郵便振替用紙をお送りいたします。
●年間予約購読のお申込み（下記の申込書による）・お問合せは、

　中災防  出版事業部  業務管理課　FAX：03－3452－2480　TEL：03－3452－6702  
　またはお近くの岩手労働基準協会（各支部）まで。

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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‘13岩手県産業安全衛生大会

◇参加案内書は、本誌８月１日号と同封いたします。

日　時　平成25年10月２日（水）  13時30分～
会　場　岩手教育会館大ホール
　　　　事例発表　㈱エム・アイ・ティー東北工場
　　　　特別講演　青木慎一郎 氏　
　　　　　　　　（岩手県立大学社会福学部教授）　
　　　　緑十字展・パネル展・相談コーナー併設

労働安全衛生規則の一部が改正されました。

〇 工作物などの解体に使用する建設機械である鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解
体用つかみ機（以下「鉄骨切断機等」）を原因とする休業４日以上の労働災害が年

間100件程度発生しているが、現在はこれらの機械について規制がされていない
ことから、労働災害の防止を図るための必要な措置が規定されました。（平成25年
７月１日施行）

①　既存の解体用機械と同様の措置
　工作物などの解体に使用される既存の解体用機械（ブレーカ）と同様の措置を規定
　〇　国が定める規格を備えないものは、譲渡・提供を禁止
　〇 　 機械の運転を技能講習（３トン以上）又は特別の教育（３トン未満）を受けた

労働者に限定

　　　（技能講習の特例講習を建災防岩手県支部（019－623－4411）で開催予定です。）
　〇　定期的な自主検査

　〇　事前の点検・整備（リース業者の場合）など

②　鉄骨切断機等の用途・性質に応じた措置
　〇　アタッチメントを交換するときは、それを支える器具を使用（※）
　〇　過度に重いアタッチメントの取り付けを禁止（※）
　〇　アタッチメントの交換後に、取り付けたアタッチメントの重量などを表示（※）
　〇　 解体した物体が飛来する危険がある場所では、運転室のないものの使用を禁止。

また、運転者以外の立入りを禁止
　〇　 転倒する危険がある場所では、作業装置の長いもの、保護構造のないもの（努

力義務）の使用を禁止　など

②の（※）の措置は、他の車両系建設機械についても同様とする。

趣　旨

措置の
内　容
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　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 （一社）紫波町農林公社 紫波町

盛　岡 中村組 盛岡市

宮　古 三陸生コン㈱ 宮古市

宮　古 （合同）ビックオート 宮古市

支部名 事　業　所　名 所在地

一　関 ロードワークス㈱ 一関市

一　関 加藤建設 一関市

大船渡 リマテック東北㈱ 大船渡市

二　戸 ㈱林建設 洋野町

第72回
2013 in大阪全国産業安全衛生大会

10月30日（水）▶11月１日（金）開催期間

総合集会　10月30日　大阪城ホール
分 科 会　10月31日、11月１日　大阪国際会議場、大阪アカデミア

開　　場

分科会において、県内３社（トヨタ自動車東日本岩手工場・JR東日本盛岡支社・
仙建工業盛岡支店）の事例発表が行われます。
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　労働安全衛生法により動力プレス機械を５台以上有する事業においては、プレス機械
作業主任者を選任が必要となっています。
　当協会では資格取得のための「プレス機械作業主任者技能講習」を、８月１日㈭、	
２日㈮に当協会研修センター（盛岡市）で開催いたします。
　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、当協会ホームページをご覧ください。

●プレス機械作業主任者技能講習のお知らせ

　平成25年度定時評議員会は６月19日、ホテル東日本において評議員14名が出席し
開催されました。
　評議員会において、経常収益２億9779万円余、経常費用２億7148万円余の平成24
年度決算が承認されました。（内容は当協会ホームページをご覧ください）
　また、定款の一部変更が決議されました。（内容は当協会ホームページをご覧ください）
　さらに、欠員となった理事・監事各１名の選任を行われ、理事に黒沢雄幸氏、監事に
佐々木一男氏が選任されました。（任期は平成26年度定時評議員会の日までとなります）

●平成25年度定時評議員会が開催されました。

岩手労働基準協会人事異動

平成25年６月17日付 採　　用 黒　沢　雄　幸（本部事務局長）

平成25年６月19日付 退　　職 中　村　靖　夫（専務理事兼本部事務局長）



講習会のおしらせ� 25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 9/11(木)～12(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,680

プレス作業主任者技能講習 8/1(木)～2(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,470

9/3(火)～5(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 本部 15,225 2,100

9/3(火)～4(水)・6(金) 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 7/9(火)～11(木) 花巻市交流会館他 30 花巻支部 21,000 1,600

8/6(火)～8(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部
(一部免除者)

18,900

8/6(火)～7(水)・9(金) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

8/6(火)～8(木) 久慈市立中央公民館他 30 二戸支部

8/21(水)～23(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

8/22(木)～24(土) アイ・ドーム他 30 一関支部

8/22(木)～23(金)・25(日) アイ・ドーム他 30 一関支部

9/2(月)～4(水) 花巻市交流会館他 30 花巻支部

9/3(火)～5(木) 気仙教育会館 30 大船渡支部

9/24(火)～26(木) 久慈市立中央公民館他 30 二戸支部

9/25(水)～27(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 7/16(火)～19(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 28,350 1,575

(31時間コース)
7/22(月)～25(木) 花巻市交流会館他 40 花巻支部

7/23(火)～26(金) 気仙教育会館 30 大船渡支部

8/26(月)～29(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

8/26(月)～29(木) 花巻市交流会館他 40 花巻支部

9/9(月)～12(木) 久慈市文化会館アンバーホール他 30 二戸支部

9/13(金)～16(月) アイ・ドーム他 40 一関支部

9/17(火)～20(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

9/24(火)～27(金) 花巻市交流会館他 40 花巻支部

フォークリフト運転技能講習

(11時間コース)

小型移動式クレーン運転技能講習 7/8(月)～10(水) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 27,300 1,600

7/29(月)～31(水) 花巻市交流会館他 30 花巻支部
(一部免除者)

25,200

8/21(水)～23(金) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

9/3(火)～5(木) 釜石職業訓練協会 20 釜石支部

9/3(火)～4(水)・6(金) 釜石職業訓練協会 20 釜石支部

9/25(水)～27(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

ガス溶接技能講習 7/29(月)～30(火) 二戸市民文化会館他 30 二戸支部 9,450 840

8/1(木)～2(金) 久慈市文化会館アンバーホール他 40 二戸支部

8/5(月)～6(火) 宮古高等技術専門校 40 宮古支部

技
　
　
　
　
　
　
　
　
能
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
　
　
習
　
　
　
　
　
　
　
　
等

1,575

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

8/26(月)・30(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 11,550
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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

安全衛生推進者養成講習 8/5(月)～6(火) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,400 1,260

8/28(水)～29(木) 新日鐵住金健康保険組合健康ｾﾝﾀｰ 30 釜石支部

8,400

9,450

8,400

9,450

12,900 1,600

13,950

低圧電気取扱業務特別教育 6,300 630

       （開閉器の操作） 7,350

5,250 1,155

6,300

5,250 1,260

6,300

11,550 840

12,600

12,600 1,470

14,700

技
能
講
習
等

特
　
 
 
 

別
　
 
 
 

教
　
 
 
 

育

30

安全管理者選任時研修

気仙教育会館

8/8(木)～9(金) 岩手労働基準協会研修センター

アイ・ドーム

酸素欠乏危険作業特別教育

そ
　
の
　
他

危険予知普及講習

30

9/13(金) 岩手労働基準協会研修センター 60

100

8/22(木) 30

8/6(火)

■　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。

花巻市交流会館他

宮古高等技術専門校

9/17(火)～18(水)

9/25(水)～26(木)

■　特別教育及びその他の講習の受講料は、上段＝会員、下段（斜字 ）＝会員以外です。

釜石職業訓練協会職長教育

本　部

6,000大船渡支部

■　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。

釜石支部

花巻支部小型車両系建設機械運転特別教育 7/16(火)～17(水) 花巻市交流会館他

一関支部

7/30(火)

7/29(月)～30(火)

9/17(火) 宮古支部

20

9/19(木)～20(金)

盛岡支部

60岩手労働基準協会研修センター8/7(水)

岩手労働基準協会研修センター9/9(月)～10(火)

気仙教育会館 30 大船渡支部

40岩手労働基準協会宮古支部

30 盛岡支部

1,050宮古支部40

9/17(火)～18(水) 岩手労働基準協会研修センター

20花巻市交流会館他

盛岡支部60

北上製紙(株)

1,500花巻支部60

409/20(金)～21(土)

アーク溶接特別教育

研削といしの取替え等の業務
特別教育

二戸支部30二戸市民文化会館他8/27(火)～28(水)

盛岡支部

花巻支部

クレーン運転業務特別教育

一関支部

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

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

　平成24年度に岩手労働局へ寄せられた男女雇用機会均
等法関係の相談は194件ありましたが、セクシュアルハ
ラスメント関係の相談は何件だったでしょうか。

　①　28件
　②　29件
　③　86件

ヒント　本誌３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25年７月25日（木）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　　①
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編 集
後 記

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 黒　沢　雄　幸

発　行　  平成25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
コ
�
ナ
�

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

真剣に生きているからまた迷い

　今回は私の句です。図らずも盛岡市長賞を戴きました。選

者餘目忠吉氏の選評から：生きることは何度も壁を越えなけ

ればならない。迷いながら越えていく。

	 （盛岡芸術祭市長賞　中島久光作品）　

　今月号から機関紙の編集を担当する

ことになった。このような編集作業は
小学校の学級新聞以来であり少し心配

している。会員の皆様に必要な情報を
提供する重要な仕事と理解し取組んで

いきたいと思っている。
　ところで、７月１日から全国安全週
間が展開されている。３年連続で労働

災害の発生が増加しているとのことで

あり、この増加に歯止めをかけるため
にも各事業場での一層の取組みをお願

いしたい。本年度からスタートした
５年間の第12次労働災害防止計画の目
標である労働災害の15％減に向け、ス
タートダッシュで大幅減少となること

を期待している。 （Y,K）

12

岩手の死亡災害（５月末）

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

累　　　計	 3	 ( 5 )
	 （　）内は前年同期

　大船渡市の花  椿
		 写真提供：大船渡市

　大船渡市は、太平洋沿岸のヤブツバ

キの北限として知られ、市内のいたる

所にヤブツバキの自生が見られ「椿の

里」と呼ばれています。椿の開花時期

は１月下旬から４月下旬までです。


