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主催社代表挨拶
宇部貞宏会長

来賓挨拶
弓　信幸岩手労働局長

大会宣言を読み上げる
北上鐵工株式会社相談役菊地久雄氏

　2013年岩手県産業安全衛生大会が、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）の主催により、10月２日に岩手教育会館
において開催され、県内事業所から600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会長（建設業労働災害
防止協会岩手県支部長）が、「労働災害の防止は事
業者の責務で有り、労働者の安全と健康の確保を最
重点課題とし、率先して取り組むことが必要であ
る。労働者の方々も安全と健康の確保を自ら構築し
ていく気概の下、労使一体となった取り組みが求め
られております。本大会を契機に今一度重要性を認
識し、自主的な取組みを実効あるものとしていただ
きたい。」と挨拶され、引き続き安全衛生に積極的

に取り組まれている23事業場・７個人が会長より表
彰されました。
　また、来賓としてご臨席いただいた弓　信幸岩手
労働局長は「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、リスクアセスメントの
積極的な導入や安全衛生教育を通じて、安全と健康
を最優先することが不可欠であり、経営トップ、事
業場トップの方々がその責務を改めて認識すること
が必要です。労働者の安全と健康が企業経営の根幹
を成すものと考え、今大会を契機に自主的な災害防
止活動の推進により一層取り組んでいただきたい。」
と呼びかけられました。
　その後、事業所賞を受賞された北上鐵工株式会社
相談役菊地久雄様より大会宣言が読み上げられ、労

事例発表の株式会社エム・アイ・テイ東北工場の３人

展示コーナー
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＊ 事　業　所　賞 ＊

公益財団法人　岩手労働基準協会
株式会社わしの尾〔八幡平市〕、ジュピター工業株
式会社〔宮古市〕、東北日東工業株式会社〔花巻市〕、
北上鐵工株式会社〔北上市〕、大陽日酸株式会社東
北支社岩手ガスセンター〔金ヶ崎町〕、東山フェル
ト株式会社東山工場〔一関市〕、職業訓練法人二戸
職業訓練協会〔二戸市〕
建設業労働災害防止協会岩手県支部
有限会社美和工業〔盛岡市〕、株式会社齊藤建設〔金ヶ
崎町〕、株式会社小田島組〔北上市〕、佐藤建設合資
会社〔八幡平市〕、有限会社胆沢建設〔奥州市〕、株
式会社長澤工務店〔花巻市〕、株式会社山喜建設〔一
関市〕、有限会社厨子建設〔一関市〕、有限会社二本
松組〔釜石市〕
陸上貨物運送事業労働災害防止協会岩手県支部
室根運輸株式会社〔一関市〕
一般社団法人　日本砕石協会岩手県支部
株式会社山與米内砕石工場〔盛岡市〕
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会岩手事務所
有限会社三和空調サービス〔花巻市〕、竹田工業株
式会社〔宮古市〕
公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会岩手県支部
有限会社東重機〔花巻市〕
岩手県陸砂利工業組合
有限会社黒川工業〔盛岡市〕、有限会社伊藤冨商店〔西
和賀町〕

＊ 功　　績　　賞 ＊

建設業労働災害防止協会岩手県支部
藤原雅博 （株式会社　下河原組）〔盛岡市〕
細野昭正 （吉武建設　株式会社）〔盛岡市〕
阿部則勝 （遠野建設工業　株式会社）〔遠野市〕
大鳥義博 （株式会社　中舘建設）〔二戸市〕
陸上貨物運送事業労働災害防止協会岩手県支部
高橋孝幸  （陸上貨物運送事業労働災害防止協会岩手

県支部）〔矢巾町〕
林業・木材製造業労働災害防止協会岩手県支部
千葉輝雄 （陸前高田市森林組合）〔陸前高田市〕
我妻　修 （岩手県森林整備協同組合）〔盛岡市〕

平成25年度
岩手労働災害防止団体連絡協議会長表彰

事業所・受賞者

特別講演の
岩手県立大学
青木慎一郎教授

表彰を受ける事業所の代表者

働災害防止への決意を新たにしました。
　次に、「安全衛生活動の取組み」と題して、株式
会社エム・アイ・テイ－東北工場副工場長田中光浩
氏、衛生管理者の小林　恵さん、安全衛生委員の古
賀路子さんより安全衛生活動に対する細やかな事例
が報告されました。
　最後に岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科教
授青木慎一郎氏より「職場のメンタルヘルス対策－
労働者のリスク、事業主のリスク－」と題して特別
講演を行いました。「メンタルヘルス対策＝うつ病
対策と捉えられがちだが、うつ病は最終段階であり、
そこまでに至れば労働者も事業主も多大なリスクを
負うことになる。実はうつ病に至る前段階で①身体
症状（ストレスによる頭痛やめまい等）と②行動に
あらわれる症状（遅刻や欠勤、集中力や判断力の低
下等）が見られ、この時点で本人もしくは会社側が
何らかの手立てをとることにより、うつ病に進行す
る前に食い止めることで両者のリスクが軽減される
他、会社の安全・衛生面においてもプラスになる」
と講演されました。

 岩手県産業安全衛生大会開催される
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 岩手県産業安全衛生大会 開催される



　県内の労働災害が平成22年から３年連続して増
加しており、今年も８月末で対前年比＋3.1％と
増加傾向が続いています。
　この状況に歯止めをかける必要があることか

ら、去る９月27日、弓　信幸岩手労働局長から竹
中陽一岩手労働基準協会長に対し、労働災害防止
活動のより一層の推進について、会員への周知に
ついて要請がありました。

1労働災害防止に向けた一層の取組について�

　岩手県内の、労働災害は、平成22年から３年連
続で増加しましたが、更に、本年８月末現在で前
年同期比3.1％の増加となり、このまま増加するこ
とになると、年間の労働災害が４年連続で増加す
るという、過去30年間で例のない憂慮すべき事態
になります。また、死亡労働災害が本年８月に立

て続けに４件発生し、本年８月末現在で昨年と同
数の10人の労働者の方の尊い命が失われています。
　今後、東日本大震災の復旧・復興工事の本格化、
加速化に加え、本年８月の集中豪雨及び９月の台
風による自然災害の復旧・復興工事も増加するな
ど、これから年末までに、建設業を中心とした産
業における労働災害の増加が懸念されるところで

す。
　岩手労働局では、この状況を踏まえ、労働災害
防止団体等に対して要請を行い、一層の労働災害
防止の取組の強化を図っています。皆様におかれ
ましても、右記（岩手労働局のホームページに掲
載しています。）の事業者による「安全決意宣言」
の実施等により、労働災害防止活動を積極的に推
進してくださいますようお願いいたします。
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岩手労働局長の要請
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岩手労働局
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2平成25年１月～８月の労働災害発生状況について�

　平成25年１月から８月末までの県内の労働災害
による死傷者数（休業４日以上：速報値）は全
業種合計で、843人で、前年同期比で25人の増加
（3.1％の増加）となり、同期間内の死亡者数は10
人と、前年同期比同数となりました。
　業種別の発生状況は、前年同期比で増加した
業種は、増加数が多い順に、警備業、清掃業及
び教育研究業等を含むその他業種91人（前年同
期比＋19人、26.4％）、建設業164人（同＋16人、
10.8％）、商業118人（同＋15人、14.6％）、通信業31
人（同＋10人、47.6％）、保健衛生業56人（同＋９
人、19.1％）であり、前年同期比で減少等した業種
は、減少数が多い順に、製造業170人（同－32人、
15.8％）、畜産水産業29人（同－８人、21.6％）、接
客娯楽業42人（同－５人、10.6％）、運輸交通業87
人（同－２人、2.2％）、農林業48人（同－２人、4.0％）
となっています。
　事故の型別状況では、全業種において、最も多
い事故の型は「転倒」によるもので、222人（全体
の26.3％）であり、次いで、「墜落・転落」による
ものが、139人（全体の16.5％）、「はさまれ、巻き込
まれ」113人（全体の13.4％）、「飛来・落下」71人（全
体の8.4％）、「交通事故（道路）」67人（全体の7.9％）、
「切れ・こすれ」64人（全体の7.6％）、「動作の反動・
無理な動作」51人（全体の6.0％）となっています。

問い合わせ先：岩手労働局健康安全課

岩手労働局長から要請を受ける竹中会長（右）
一般
産業用

建設
会社用

建設
現場用
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均等・両立推進企業表彰
岩手労働局長賞表彰式を行いました

　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」（ポジティブ・アクショ
ン）及び「仕事と育児・介護との両立支援のための
取組」について、その取組を推進している企業を表
彰し、これを男女ともそれぞれの職業生活を通じて
持てる能力を発揮できる職場環境の好事例として広
く周知しています。
　平成25年度、岩手労働局では次のとおり表彰企業
を決定し、10月８日に表彰式を行いました。

【受賞企業】
◇ファミリー・フレンドリー企業部門
　「岩手労働局長優良賞」
　　　　　　　　株式会社ウェルファム

◇ファミリー・フレンドリー企業部門
　「岩手労働局長奨励賞」
　　　　　　　　株式会社岩手銀行

○表彰企業の取組み

株式会社ウェルファム

・ 過去３年間の育児休業制度利用状況は、男性１名
（管理職）、女性出産者の100％（管理職含む）が
取得。
・ 育児休業者に対する情報提供や教育訓練を実施。
・ 社内アンケート等により育児・介護制度の対象者
や両立支援に対する意見を把握。
・ 在宅勤務制度を運用しており２名が利用。
・ 正社員の年次有給休暇について、法定付与日数に
５日間を加算し計画的に付与。
・ 短時間正社員制度を整備。
・ 所定外労働は極力行わないよう、従業員に対する
指導を実施。

株式会社岩手銀行

・ 子が１歳６ヶ月に達するまで無条件で育児休業の
取得が可能。育児休業の最初の５営業日について
有給扱いとし、申出は前日まで受付。
・ 過去３年間の育児休業制度利用状況は男性13名
（管理職含む）、女性出産者の95.5％が取得。
・ 介護休業制度について対象家族１人につき１回目
の介護休業は最長１年間取得可能。過去３年間に
女性２名が取得。
・ 育児休業からの復職時、実家近隣の店舗への配置
転換希望について配慮する制度を整備。
・ 外部の健康相談窓口を利用した子育て相談及び情
報提供を実施。

　 �平成26年度�
�均等・両立推進企業表彰にご応募ください！

　ポジティブ・アクションに取組む企業、仕事や家
庭の両立支援に取組む企業の皆様の積極的なご応募
をお待ちしております。

〈厚生労働省ホームページ〉　
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/
ryouritsu.html

お問合せは
　岩手労働局雇用均等室（電話019－604－3010）

岩手労働局　弓局長より表彰を受ける
株式会社ウェルファム　小笠原社長

岩手労働局　弓局長より表彰を受ける
株式会社岩手銀行　柿木人事部長
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Ｑ 　小売業をしていますが、これから年末年始の 
　売り出しで人手が足りなくなるため、冬休

みに入る「高校生（18歳未満）」をアルバイトと
して初めて雇用してみようと思います。何か注意
する点はありますか？

Ａ  　以下のとおり高校生（18歳未満）を使用す
　　　る場合にも、「労働基準法」が適用されます。
　労働基準法では、使用できる年齢や労働時間に
関する制限、就かせてはならない業務などについ
て定めています。
①　労働条件の明示
　 　契約期間、更新する場合の基準、就業の場所、
従事すべき業務の内容、賃金、始業・終業時刻
などを書面の交付により明示する必要がありま
す。
②　賃金の支払い
　 　毎月１回以上、一定の期日に、通貨で、全額を、
直接本人に支払わなければなりません。ただし、
本人同意の上で、指定する口座に振り込みをす
ることができます。
③　労働時間
　 　１週間の労働時間は40時間、１日の労働時間
は８時間を超えてはなりません。
④　休憩時間
　 　労働時間が６時間を超える場合には、45分以
上の休憩時間を与えなければなりません。
⑤　休日
　 　休日は毎週１日与えなければなりません。

⑥　未成年の労働契約締結の保護
　 　労働契約は本人が結びます。親や後見人が代
わって結ぶことはできません。

⑦　年齢証明書等の備え付け
　 　事業場には、年齢を証明する書面を備え付け
なければなりません。（例：戸籍証明書、住民
票記載事項証明書）

⑧　時間外労働・休日労働の制限
　 　時間外労働及び休日労働を行わせることはで
きません。

⑨　深夜業の制限
　 　午後10時から翌日午前５時までの深夜時間帯
に使用することはできません。

⑩　危険有害業務の制限
　 　重量物を取り扱う業務や著しく高温若しくは
低温な場所での作業など危険又は有害な業務に
ついては、就業が制限又は禁止されています。

　労働条件の明示にかかる書面例等については、
以下の岩手労働局ホームページをご参照下さい。

「労働基準法のあらまし」
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
library/iwate-roudoukyoku/date/kantoku/
pdf/kaiseikijyunhou2013611.pdf

　また、「高校生を使用する事業主の皆さんへ」の
パンフレットは、最寄りの労働基準監督署に備え
付けております。

高校生をアルバイトとして
雇用するときの注意点は？
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平成25年度

いわて年末年始無災害運動
準備期間：平成25年11月１日～11月30日

期間：平成25年12月1日（日）
　　　　　　　　　～平成26年１月31日（金）

主唱者／岩手労働局・岩手労働災害防止団体連絡協議会



きず、残業・休日出勤が増えるなどあれば、集中
力、持続力が低下しているかもしれません。

③ 対人関係のトラブル：感情が不安定なのかもしれ
ません。

④ 報・連・相がなくなる：気持ちが沈んで、気力が
落ちているかもしれません。ただ、逆に異常に多
弁になることもあります。

■生活面�
① 元気がない： 活力がなくなっているのかもしれま
せん。ただ、逆にビックリするほど明るく元気に
なることもあります。

② 挨拶がない
③ 顔色が悪い
④ 笑顔がない
⑤ 会話がない
⑥ 身だしなみに無頓着になる：服装が乱れたり、衣
服が不潔であったり、長く入浴をしていない感じ、
長く洗髪をしていない感じ。気持ちがそういうと
ころに向かなくなってしまっているかもしれませ
ん。
⑦ イライラしている・落ち着かない：不安感が強い
かもしれません。

⑦ 昼食を食べない：食欲が落ちているかもしれませ
ん。
⑧ 酒のにおいがする：酒で忘れようとしたり、深酒
をしているかも？

⑨ 居眠り、ボーとしている：よく眠ることができず、
日中に眠気が襲ってきているかもしれません。

■言葉�
① 悲観的な言葉が目立つ：客観的に見てさほど問題
ではないのに、「もうだめだ」「もう無理」等、

② 自分を責める言葉をよく発する：｢私に力がない
せいで｣｢自分のためにみんなに迷惑をかけでし
まっている｣など。「自分は担当業務をうまく処理
できず、給料泥棒みたいなものだ」と言った方が
いました。抑うつ状態により自己評価が低くなっ
ている可能性があるかもしれません。

③被害妄想的な言葉をよく発する
④根拠のない自信に満ち満ちた言葉を繰り返す

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　管理監督者は当然ながら、メンタルヘルスの専門
家ではないので、病気ではないかと診断することが
求められているのではありません。あくまでも、い
つもと違うゾという変化に気づくこと、見逃さない
ことが役割です。その上で声をかけ、話を聴き、必
要があれば人事労務の担当者と相談し、組織内の産
業保健スタッフや事業外の専門家にリファしましょ
う。
　次回は変化に気がついたときの話の聴き方です。

ラインのケア
� ～早期発見・抑うつ状態の気づき方～　

　ラインのケア４回目です。今回は早期発見・抑う
つ状態の気づき方です。
　安全配慮義務の観点から管理監督者は仕事の管理
者であると同時に部下の健康の管理者でもあること
を自覚することが必要です。
　そこで、早期発見のポイントは、変化を把握する
ことです。
　変化を把握するためには、常日頃から、部下に対
して、関心を持ち、観察しておくことが大切です。
いつもとなにか違うゾとか、なんかおかしいなぁと
か気づいたことがあれば、必ず「どうしたの？」な
どの声かけを行い、相談のきっかけをつくることも
管理監督者としての重要な役割の一つです。

気づきの主なポイント
■勤怠面�
① 無断欠勤：通常、就業規則上、解雇事由に当たる
ことは重々分かっているにも関わらず、病状のた
めに、ついつい連絡ができなくなってしまってい
るかもしれません。
② 病気休暇が多い：病名を問わず、病気休暇が多い
のは、背景にメンタルヘルスの問題があるかもし
れません。
③ 月曜日など休明けに休暇が多い：サザエさん症候
群などという言葉がありました。TVでサザエさん
の番組が開始される時間ころに翌日の出勤へ拒否
感が出てしまうものです。これもメンタルの問題
があると考えられます。
④ 遅刻・早退が増える：欠勤にいたる前段階かもし
れません。

■業務面�
① ミスが多くなる：注意力や判断力が低下している
かも。
② 業務の効率が低下する：仕事をするのに今まで以
上に時間がかかったり、期限までに仕事を完成で

メンタルヘルスケアの推進

今松メンタルヘルスケア事務所

　今 松 明 子
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　標記講習を、平成26年２月６日㈭、７日㈮当協会研修センターにおいて開催いたし
ます。
　受講資格は、①乾燥設備の取扱いの作業経験５年以上　②大学の理系の学科を卒業し
た者で、乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験１年以上　③高
校の理系の学科を卒業した者で、乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事
した経験２年以上　となっています。
　受講料は、9,450円。その他テキスト代が1,155円となっています。
　この講習は、年１回のみの開催となっています。
　お問い合わせは、本部あてお願いいたします。

●乾燥設備作業主任者技能講習について

　当協会では技能講習修了証のカード化を８月１日から開始しています。当協会が発行
した複数の技能講習修了証をお持ちになっている方は、ご希望により１枚の修了証に統
合することができます。統合のための手数料は、複数枚の修了証でも１回２千円（消費
税込）となっています。詳しくは、本部、各支部にお問い合わせください。

●技能講習修了証を統合しませんか

　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　

支部名 事　業　所　名 所在地

盛　岡 ㈱白鳩盛岡工場 盛岡市

盛　岡 （一財）岩手県電気技
術振興協会 盛岡市

盛　岡 ㈱ユアテックサービ
ス岩手営業所 盛岡市

支部名 事　業　所　名 所在地

釜　石 ㈲上田電設 大槌町

一　関 ババ商店㈱東北工場 平泉町

二　戸 ㈲工藤左官工業所 久慈市

死　亡　災　害　速　報　（９月）

■大船渡署　製造業（その他の木材・木製品製造業）　９月９日　女�　はさまれ・巻き込まれ

　構内を歩行中、後進してきたフォークリフトに轢かれた。	

■釜石署　建設業（鉄骨家屋建築工事）　９月14日　男�　転倒

　災害復興住宅建設工事において、被災者がランマを使用し転圧作業を行っていたところ、近くで砂

利敷均し作業を行っていた車両系建設機械のバケットがぶつかりそうになったため、被災者がバケッ

トをよけようとして転倒、ランマのハンドルが腹部に当たった。腹部打撲で療養したが、４日後死亡

した。

修了証表面 修了証裏面



講習会のおしらせ� 26年１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 11/11(月)～12(火) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,680

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

11/21(木)～22(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,680

12/3(火)～5(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 本部 15,225 2,100

12/3(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 11/11(月)～13(水) 花巻市交流会館他 20 花巻支部 21,000 1,600

11/12(火)～14(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

(一部免除者)

18,900

11/12(火)～13(水)・15(金) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

12/9(月)～12/11(水) 花巻市交流会館他 20 花巻支部

H26.1/14(火)～16(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

H26.1/14(火)～15(水)･17(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

フォークリフト運転技能講習 11/12(火)～15(金) 二戸市民文化会館他 30 二戸支部 28,350 1,575

(31時間コース)

11/25(月)～11/28(木) 花巻市交流会館他 20 花巻支部

12/16(月)～19(木) 花巻市交流会館他 20 花巻支部

H26.1/20(月)～23(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

H26.1/20(月)～23(木) 岩手労働基準協会花巻支部 20 花巻支部

H26.1/21(火)～24(金) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

小型移動式クレーン運転技能講習 11/25(月)～27(水) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 27,300 1,600

11/25(月)～26(火)・28(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

(一部免除者)

25,200

H26.1/22(水)～24(金) 二戸市民文化会館他 30 二戸支部

ガス溶接技能講習 11/14(木)～15(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部 9,450 840

12/18(水)～19(木) 二戸市民文化会館他 40 二戸支部

H26.1/9(木)～10(金) 宮古高等技術専門校 40 宮古支部

H26.1/29(水)～30(木) 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 11/14(木)～15(金) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,400 1,260

11/14(木)～15(金) 岩手労働基準協会宮古支部 30 宮古支部

※　H26.1/16(木)～17(金) アイ・ドーム 30 一関支部

8,400

9,450

8,400

9,450

12,900 1,600

13,950

5,250 1,155

6,300

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

研削と石の取替え等の業務
特別教育

岩手労働基準協会研修センター 60

宮古支部40

二戸支部H26.1/8(水)～9(木)

釜石支部

盛岡支部

20

釜石職業訓練協会他 3011/20(水)～21(木)

技
　
　
　
　
　
　
　
　
能
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
　
　
習
　
　
　
　
　
　
　
　
等

花巻支部小型車両系建設機械運転特別教育 12/3(火)～4(水) 花巻市交流会館他

12/24(火)～25(水)

1,500

H26.1/10(金)

盛岡支部

特
 

別
　
教
 

育

宮古高等技術専門校

クレーン運転業務特別教育

11/15(金)～16(土)

40久慈市立中央公民館他

30

1,050花巻支部60花巻市技術振興会館他アーク溶接特別教育

11/18(月)～19(火) 岩手労働基準協会研修センター

特
別
教
育
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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

低圧電気取扱業務特別教育 6,300 630

　　　　　（開閉器の操作） 7,350

4,200 630

5,250

11,000 1,000

14,000

6,300 1,050

7,350

5,250 1,050

6,300

11,550 840

12,600

11,550 1,470

12,600

5,880 1,890

6,930

5,670 840

6,720

5,985 1,600

7,035

12,600 6,510

14,700

　　※　一関支部実施予定の安全衛生推進者養成講習日程が、平成２５年度実施計画表とは異なっておりますのでご確認ください。

H26.1/8(水) 岩手労働基準協会研修センター 60 盛岡支部

H26.1/29(水) アイ・ドーム 30 一関支部

岩手労働基準協会花巻支部

大船渡支部

H26.1/17(金) 気仙教育会館 30

30

H26.1/21(火)

一関支部

■　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。

30 大船渡支部

花巻支部粉じん作業特別教育

11/26(火)～27(水)

11/22(金)

H26.1/24(金)

職長教育

気仙教育会館

アイ・ドーム

30

H26.1/30(木)

12/１3(金)

50

大船渡支部

岩手労働基準協会宮古支部

酸素欠乏危険作業特別教育

有機溶剤業務従事者安全衛生教育

■　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。

■　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。

気仙教育会館

気仙教育会館

12/11(水)～12(木)

30気仙教育会館

11/22(金)

100

気仙教育会館他 40

(株)東北佐竹製作所 24 花巻支部

40

大船渡支部巻上げ機運転特別教育

職長・安全衛生責任者教育

動力プレスの金型の取扱特別教育 12/6(金)～7(土)

岩手労働基準協会研修センター

11/6(水)～7(木)

安全管理者選任時研修

6,000

岩手労働基準協会研修センター

フォークリフト運転業務従事者
安全衛生教育

大船渡支部

安全衛生推進者能力向上教育
（初任時）

12/10(火) 気仙教育会館 30

40

H26.1/27(月)～28(火)

宮古支部

本　部

30 大船渡支部

大船渡支部

11/28(木)～29(金) 岩手労働基準協会宮古支部 宮古支部

特
 

別
　
教
 

育

そ
　
の
　
他

50 盛岡支部

危険予知普及講習 12/5(木) 新日鐵住金健康センター 30 釜石支部

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

　今年も岩手労働災害防止団体連絡協議会では、「いわ
て年末年始無災害運動」に取り組みます。
　この運動は、何月何日から展開されるでしょうか。

　①　12月１日
　②　12月15日
　③　12月25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25年11月25日（月）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。
●10月号の正解　　②
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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
コ
�
ナ
�

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

美辞麗句たくさん食べた披露宴

　披露宴では沢山のご馳走がでますが、それ以上に出てく

るのが、祝辞やスピーチの美辞麗句です。食傷ぎみになり

ますがそこは目出度さに免じて受け入れましょう。

	 （川柳原生林８月号〈杜若〉河野康夫作品より）　

　眩しいほどの黄金色の絨毯も、いつ
しか秋空に天高く消え、稲株に晩秋を
色濃く感じる、いよいよ冬支度本番の
時季となった。そして早くも「年末」
の二文字が、今年も残り少ないことを
告げる。
　この冬は寒さや積雪がどうなるか今

から気になるところであるが、毎年の

ことながら慣れない冬に戸惑うことが

ないように、この１ヶ月間を準備期間
として、心構えと点検・確認そして備
えをしっかり行い、慌てないようにし
たいものだ。
　夕暮れも早い。職場の「整理整頓」
と車両の「ライトの早め点灯」をぜひ
実行してほしい。

12

岩手の死亡災害（９月末）

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

累　　　計	 12	 (11)
	 （　）内は前年同期

　軽米町の花  辛夷（コブシ）

　つぼみが開く直前の形が子供のにぎ
りこぶしに似ているところからこの名
前になったとか、辛夷の実はゴツゴツ
しており、その実の具合から「こぶし」
と命名されたのでは、との説もある。
　白い花で、花びらの幅は狭く、全開
する。葉に先立って開花。花の下に小
さい葉を一枚つける。


