
〔目次〕

全国労働衛生週間　� �2

次世代法に基づき子育てサポート企業として２社を認定　� �3

使用者による障害者虐待をなくそう　� �4

みんなでなくそう！ 職場のパワーハラスメント　� �6

クウェスチョン　� �7

メンタルヘルスケアの推進 vol.5　� �8

インフォメーション　� �9

講習会のお知らせ　� �10・11

　労 働 基 準 情 報

昭和32年８月12日第三種郵便物認可
毎月１回１日発行　平成26年９月１日 № 756

『砕ける波（久慈市小袖）』　写真：眞 舘 弘 治

September

９
2014

1

みんなで進める職場の改善
　　心とからだの健康管理

（全国労働衛生週間スローガン）



「みんなで進める職場の改善  心とからだの健康管理」

　全国労働衛生週間（10月１日から７日まで）は、昭和25年の第１回実
施以来、今年で第65回を迎えます。この間、全国労働衛生週間は、国民
の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管
理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきました。
　胆管がん事案の発生や精神障害等による労災認定件数の増加など、最
近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応するため、本年６月に改正
労働安全衛生法が公布され、化学物質のリスクアセスメントや労働者の
ストレスチェックの実施などが規定されました。また、昨年度から第12
次労働災害防止計画が実施され、計画で設定した目標の達成などをはじ
めとする健康確保対策等のさらなる推進に向け、事業者等が同対策等に
着実に取り組み、健康を確保する必要があります。
　このような観点から、本年度は、
　「みんなで進める職場の改善　心とからだの健康管理」
　をスローガンとして展開されることになりました。
　この全国労働衛生週間を契機として、事業場における労働衛生意識の
高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図りま
しょう！

（平成26年度全国労働衛生週間スローガン）

ア 　労働者の心の健康の保持増進のための指針等に
基づくメンタルヘルス対策の推進
イ 　過重労働による健康障害防止のための総合対策
の推進
ウ 　労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメント
を含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立
を始めとした労働衛生管理活動の活性化
エ 　作業環境管理の推進
オ　作業管理の推進
カ　健康管理の推進
キ　労働衛生教育の推進
ク　職場における受動喫煙防止対策の推進
ケ　粉じん障害防止対策の徹底
コ 　職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予
防対策の推進
サ　熱中症予防対策の徹底
シ　電離放射線障害防止対策の徹底
ス 　騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒
音障害防止対策の徹底
セ 　振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対
策の徹底
ソ 　ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイ
ドラインによるＶＤＴ作業における労働衛生管理
対策の推進
タ　化学物質の管理の推進

準備期間中（９月１日から９月30日まで）の各職場で実施する事項は次のとおりです。

本週間中（10月１日から７日まで）に各職場
で実施する事項は次のとおりです。

ア　事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 
イ　労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 
ウ　労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 
エ 　有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故
等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施 
オ 　労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作
文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識
高揚のための行事等の実施

チ　石綿障害予防対策の徹底
ツ　酸素欠乏症等の防止対策の推進
テ 　心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な
実施のための体制の整備・充実
ト 　快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の
推進
ナ 　職場におけるウイルス性肝炎に関する理解と取
組みの促進
ニ 　職場におけるエイズ問題に関する理解と取組み
の促進
ヌ 　職場における風しん対策ガイドラインに基づく
取組みの促進
ネ 　東日本大震災に伴う復旧工事における労働衛生
対策の推進

９月は全国労働衛生週間準備期間です。職場の改善、健康管理に取り組みましょう。

労働基準情報いわて Sep.　2014

■　№  756 第三種郵便物承認平成26年９月１日発行労働基準情報岩手

2



労働基準情報いわてSep.　2014

■　№  756第三種郵便物承認平成26年９月１日発行労働基準情報岩手

3

次世代法に基づき
子育てサポート企業として
２社を認定
～県内の運輸業では初～

■ 白金運輸株式会社（奥州市）■■■■■■
　１　届出目標の実施内容　

　1�　行動計画期間内に男性２名が育児休業を
取得し、女性は100％が育児休業を取得し
た。

　⑵�　ノー残業デーを実施した。
　⑶�　乗務員等への交通安全教育、社有車等の
ライト早め点灯運動及び当番制による立哨
活動を実施した。

　２　その他、認定に必要な要件の実施内容　

　1�　小学校就学前まで利用できる短時間勤務
制度を導入した。

■ 社会福祉法人九戸福祉会（九戸村）■■■
　１　届出目標の実施内容　

　1�　小学校就学前まで利用できる所定外労働
免除制度を導入し、職員会議において理事
長より説明を行うとともに、事業所内に規
定を掲示することにより周知を図った。

　２　その他、認定に必要な要件の実施内容　

　1�　男性１名が計画期間開始前３年以内に育
児休業を取得し、出産した女性の80％が育
児休業を取得した。

　⑵�　所定外労働削減及び年次有給休暇取得促
進について、職員会議において文書及び口
頭にて周知を行った。

　次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行
動計画を策定・届出、計画の目標の達成等、一定の
基準を満たした場合、申請により、「基準適合一般事
業主」として厚生労働大臣の認定を受け、認定マー
クを商品、求人広告等に使用することができます。
また、認定企業に対し、建物等の割増償却が可能と
なる税制優遇制度が設けられています。
岩手労働局が新たに認定した２社の主な取組み状況
は以下のとおりです。

弓岩手労働局長より認定通知書を受ける
白金運輸株式会社　海鋒社長

　岩手での認定企業数は20社を超え21社となり
ましたので、これまでの状況をお知らせいたし
ます。
①認定企業の規模
　労働者数301人以上の企業は５社、101～300人
企業は８社、100人以下企業は８社です。認定
の要件の一つに「男性の育児休業者等がいるこ
と」があり、中小企業でも男性の育児休業等取
得者が出ていることが分かります。
②認定年
　岩手においては平成20年に初の認定企業が出
ています。平成23年以前は累計６社でしたが、
平成24年は５社、25年は８社、26年は４社（６
月末現在）を新たに認定しており、特に25年以
降はすべて300人以下と、中小企業での認定が
増加しています。
③認定企業の業種
　認定企業21社中、医療福祉業が７社と最多で
すが、建設業や運輸業でもそれぞれ１社ずつ認
定しており、男性労働者が多い業種においても
子育て支援に積極的に取り組む企業が出ていま
す。

問い合せ先

岩手労働局雇用均等室
電話 019－604－3010

次世代法認定企業数が
20社を超えました！



使用者による障害者虐待をなくそう

事業主の責務
障害者虐待防止法では、以下のとおり、事業主の責務が定められています。

　障害者虐待防止法では、虐待の発見者は、市町村または都道府県に通報する義務があり、また、
虐待を受けた障害者は届出をすることができます。
　使用者による障害者虐待を受けたり、虐待を受けた恐れのある障害者を発見したら、まず、事業
所所在地の市町村または都道府県の障害者虐待対応窓口にご連絡ください。以下の流れで、都道府
県労働局へ報告されます。通報などの秘密は守られます。

1 	障害者虐待の防止のための措置
 �　障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため（1）（2）のような措置を講じるこ

とが必要です。

（1）労働者に対する研修の実施
 �　障害者虐待を防止するためには、障害者の人権についての理解を深め、障害の特性に配慮し

た接し方や仕事の教え方などを学ぶことが大切です。
� �　障害者虐待の防止に向けて、労働者に対する研修を実施する、労務管理担当者を各種研修会

へ参加させるなどの取り組みを行いましょう。加えて、職場内で率直に意見交換できるような
環境を作ることも重要です。

（2）障害者や家族からの苦情処理体制の整備
� �　雇用する障害者やその家族からの相談、苦情などに対応するための相談窓口を開設し、その

周知を図ることが重要です。

2 	不利益取扱いの禁止
  　事業主は、労働者が通報や届出をしたことを理由に、その労働者に対して、解雇その他不利

益な取り扱いをしてはなりません。

使用者による障害者虐待を受けたら届出を、発見したら通報を！

虐
待
を
発
見
し
た
人

虐
待
を
受
け
た
人

都
道
府
県

都
道
府
県
労
働
局

市

　町

　村

通報・届出

通報・届出 通知

報告

　報告を受けた都道府県労働局（労働基準監督署、ハローワークを含む）
では、都道府県と連携を図りつつ、所管する法律の規定による権限を適切
に行使します。
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Ｑ＆Ａ

Q1 障害者虐待防止のための従業員研修を行う場合、どのような研修内容にすればよいでしょうか？

A1 障害の特性を理解し、障害者への接し方などを学ぶ研修や、どのような行為が障害者虐待に

該当するのか、障害者虐待を事業所で発見した場合にどこに報告し、事業所としてどのよう

な措置を行うのかなどの研修を実施することが考えられます。

Q2 障害者や家族からの苦情処理体制の整備とは、具体的にどのようなことをすればよいのでしょうか？

A2 事業所内で発生した障害者虐待に関して、相談担当者（または担当部署）を決め、周知を図

ることが重要です。また、相談の内容や状況に応じて、相談担当者（または担当部署）と人

事部門が連携を図るなど、万が一、事業所内で障害者虐待が発生した場合に、事業所内で適

切に対応ができる体制を整備することも重要です。

Q3 事業所内で虐待が発生した場合、都道府県労働局はどのような権限を行使するのでしょうか？

A3 都道府県から報告があったかどうかにかかわらず、労働基準法、障害者雇用促進法、男女雇

用機会均等法など、所管する法令に違反する障害者虐待が行われている恐れがある場合には、

所轄の都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークの職員が事業所に出向くなどして、

調査し、必要な指導等を行います。

◆ その他、不明な点は、岩手県労働局総務部企画室へお問い合わせください。

障害者虐待防止のためには、国民一人ひとりがその責務を果たすことが重要です。
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職場のパワーハラスメントに関する実態調査結果
（平成24年度　厚生労働省）
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Ｑ 当社の１日の労働時間は７時間45分、休日は土、日曜日、祝日等となっていますが、残業
や休日に働いてもらう場合には、何か手続きが必
要なのでしょうか。

Ａ  労働時間については、労働基準法第32条に 
　　１日８時間、１週40時間（以下「法定労働時間」
という。）と定められ、休日については、同法第35
条に１週間に１日（もしくは４週に４日、以下「法
定休日」という。）と定められています。
　また、同法第36条には、上記法定労働時間を超
える時間外労働及び法定休日における休日労働を
行う場合には、労使による協定（36協定）を締結
し、これを管轄する労働基準監督署に届けること
をもって認められています。

　お尋ねの件は、上記時間外労働及び休日労働と
なる場合には、36協定を締結し届けなければなり
ません。
　36協定の時間外労働については、１日、１日を
超え３か月以内の期間及び１年間についての延長
することができる時間を、休日労働については、
労働させることができる休日について協定しなけ
ればなりません。
　なお、法定休日を除く所定休日に働かせる場合
には、時間外労働になることもあることにご留意
が必要です。
　以下、36協定の記載例です。
　詳細については、管轄の労働基準監督署にお尋
ねください。

時間外・休日労働を行うときの
手続きについて

記入例
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ンコリー親和性性格と呼びます。
　実際にうつ病に罹患した方を思い浮かべてみて

も、確かに真面目で責任感が強く、こだわりの強さ
などが共通点として感じられます。そのため、人に
任せることができず、能率の低下や集中力の低下、
睡眠の異常等が自覚出来ていたとしてもギリギリま

で頑張って、結局、うまくできないことを責め、自
分で自分を追い込んでいくというパターンです。
　人に迷惑を掛けられない、自分の仕事、自分の責
任と思って仕事をすることは当然のことですが、自
分の心身の状態を顧みることもせず、無理しすぎて
うつ病に罹患し、休職ということになってしまうと、
より大きな迷惑と心配を周囲の人たちに掛けてしま

うことになりまねません。
　性格だからしょうがないと思いがちですが、不調
にならないように自分に合ったこころの健康を保つ

生活や対策、こころの病気への対策もきちんと理解
しておくことが重要だと思います。
　ある有名なスポーツ選手がファンからの応援をプ

レッシャーではなく、期待と受け止めるようにして
いると話していたのを聞いたことがあります。そう受
け止めることで重圧感が軽減するということですね。
このような受け止めが出来ることはストレスに対す

るタフさ、ストレスにどれだけ耐えられるかという
抵抗力、つまり、ストレス耐性が高いということです。
ストレスを強く感じる人と感じにくい人、あるいは
そのストレスに立ち向かえる人とそうでない人の違

いはそれぞれのストレス耐性に差があるからです。

■ストレス耐性が高い人の特徴■   ●

・ 物事がうまく進まない時、自分が悪いとか、相手
が悪いと思うのではなく、そんなに人生は思い通
りに行かないものと考え、サッと切り替える

・ ちょっと困ったとき、周囲に頼れる人が何人もいる
・ 困難なことにぶつかった時や自分の力量以上のこ
とを期待された時も、自分の成長につながるゾと
思うことができる

・ 煮詰まった時は、ちょっとそのことから距離を取
ることができ、思考、感情を一時的に別なところ
に持って行ける

・ 人にイライラさせられたとき、相手を責めるより
「相手には相手の事情がある」と寛大な気持ちに
なれること　など

　ストレスはないことがいいことではありません。
適度なストレスは成長していくのに有益です。スト
レスに負けない考え方を身につけたいものです。

　前号まで休養やレクレーション・リラックス等の
ストレスコーピングについて取り上げてきました。
　その他、例えば自分の感情や考えを上手に表現で
きたり、不快感情のコントロールスキルや不適応行
動の修正スキル、対人スキルを習得することで、こ
ころの健康を害さないために大きな効果を産むこと

も考えられます。セルフケアの一環として、こうい
うことを身につけていきたいものです。
　
■受け止め方■   ●

　現代社会ではストレスを全く感じないで生活をす

るということは難しいことです。ましてや職場では
人間関係のストレスのみならず、職場異動や担当業
務の変更、仕事の増減等々いろいろな変化にストレ
スが伴います。しかし、ここでちょっと考えてみて
ください。職場異動がなく、担当業務の変更もなく、
慣れた仕事で量的変化もない状態でずっと同じ仕事

を担当していたら、ストレスを感じないかと言うと
そうではないですね。変化もストレスにつながり、
変化のないこともストレスにつながる可能性があり

ます。それも人によって違います。平気な人もいる
し、もう耐えられないと表明するする人も、言葉に
出来ず、だまって耐え続ける人もいます。それぞれ
の性格や経験や能力も受取り方も人によって違うか

らですね。
　
■性　格■   ●

　うつ病は誰でもが罹患する可能性のある病気です

が、なりやすい性格があると言われています。これ
をうつ病の病前性格と呼びます。
　とてもまじめで勤勉、几帳面で、誠実で律義で、
自分のことより他人のことを優先し気配りをするよ

うな人で、とても責任感が強く、秩序や決まりをき
ちんと守りたいというような性格です。これをメラ

メンタルヘルスケアの推進

セルフケア��vol.5
～自分で守ろう。自分の健康～

今松メンタルヘルスケア事務所

　今 松 明 子
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‘14岩手県産業安全衛生大会

日　時　

平成26年10月１日（水）  13時30分～
会　場　

岩手教育会館大ホール
　事例発表　ビューテック株式会社
　特別講演　天台宗　妙見山黒石寺住職　藤波洋香 氏
　 　　　演題「安全と安心 －油断なくー」

　第一種衛生管理者の出張試験が、12月７日㈰に盛岡市「アイーナ」で行われます。
当協会では、国家試験の出張試験の実施に合わせ、衛生管理者免許試験準備講習会を開
催いたします。
　出題傾向を基に重点事項を絞り込み講習を行っており、受講された方々からご好評を
いただいております。受験予定の皆様の受講をお待ちしております。
◆第１種衛生管理者免許試験準備講習会
　日　　時　10月９日㈭、10日㈮、15日㈬、16日㈭の４日間
　会　　場　盛岡市　岩手労働基準協会研修センター
　受 講 料　会員　12,960円　　非会員　15,120円
　テキスト　上　2,160円、下　2,160円、問題集　2,376円

●衛生管理者試験準備講習会のお知らせ
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　新会員事業所のお知らせ� ７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 学校法人盛岡学園　みなみ幼稚園 盛岡市
盛　岡 盛岡青果卸売協同組合 盛岡市
盛　岡 ㈱プレーゴ 矢巾町
盛　岡 ㈱ケナフ 矢巾町
盛　岡 社会福祉法人　いちご会 矢巾町
盛　岡 盛岡中央卸売市場水産物精算(株) 盛岡市
盛　岡 福山エクスプレス㈱　盛岡営業所 盛岡市

支部名 事　業　所　名 所在地

盛　岡 大橋タテグ工芸 盛岡市
盛　岡 ㈲フジコン 紫波町
盛　岡 ㈲御宿　山いち 盛岡市
宮　古 ユーニット 宮古市
花　巻 ㈱マルモ通信 北上市
花　巻 雄勝セラミックス㈱ 北上市
一　関 いわい電気 一関市

死　亡　災　害　速　報　（７月）

■花巻署　建設業（鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業）　７月５日　男�　墜落、転落
　型枠の洗浄作業終了後、高さ1.8mの足場から前向きに墜落し、腹部を強打した。
■盛岡署　建設業（電気通信工事業）　７月31日　男�　感電
　動力電源のルート変更工事において、配電盤のブレーカー端子を取り換えるため、ケーブルカッター
でブレーカーの活線（200V、225A）の切断作業を行っていたところ、感電した。



講習会のおしらせ� 26年11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 11/10(月)～11(火) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,720 1,944

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

11/17(月)～18(火) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,720 1,944

玉掛け技能講習 9/24(水)～26(金) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部 21,600 1,645

10/1(水)～3(金) 岩手労働基準協会宮古支部他
お問合せ
ください 宮古支部

(一部免除者)

19,440

10/6(月)～8(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

10/8(水)～10(金) 二戸市民文化会館他 30 二戸支部

11/10(月)～12(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

11/11(火)～13(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

11/11(火)～12(水)・14(金) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

11/25(火)～27(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

11/25(火)～26(水)・28(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 9/9(火)～12(金) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部 29,160 1,620

(31時間コース)
9/12(金)～15(月) アイ・ドーム他 40 一関支部

9/16(火)～19(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

9/16(火)～19(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

9/16(火)・24(水)～26(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

10/7(火)～10(金) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

10/7(火)・14(火)～16(木) 釜石職業訓練協会 10 釜石支部

10/14(火)～17(金) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

10/17(金)・20(月)～22(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

11/10(月)～13(木) 二戸市民文化会館他 30 二戸支部

11/17(月)～20(木) 岩手労働基準協会花巻支部 20 花巻支部

小型移動式クレーン運転技能講習 10/6(月)～8(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 28,080 1,645

10/20(月)～22(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部
(一部免除者)

25,920

10/21(火)～23(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

10/21(火)～22(水)・24(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

10/22(水)～24(金) 久慈市文化会館アンバーホール 30 二戸支部

ガス溶接技能講習 9/10(水)～11(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 9,720 864

10/10(金)～11(土) 岩手労働基準協会花巻支部他 60 花巻支部

11/7(金)～8(土) 一関職業訓練協会 40 一関支部

11/13(木)～14(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

安全衛生推進者養成講習 10/2(木)～3(金) 岩手労働基準協会花巻支部 60 花巻支部 8,640 1,296

11/12(水)～13(木) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部

11/13(木)～14(金) 岩手労働基準協会宮古支部 30 宮古支部

8,640 1,645
9,720

8,640 1,080
9,720

30 盛岡支部

10/24(金)～25(土) 一関職業訓練協会 20 一関支部

60

クレーン運転業務特別教育

北上製紙(株) 40

技
　
　
　
　
　
　
　
　
能
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
　
　
習
　
　
　
　
　
　
　
　
等

岩手労働基準協会花巻支部他 60

9/19(金)～20(土)アーク溶接等の業務特別教育

11/20(木)～21(金) 岩手労働基準協会研修センター

岩手労働基準協会研修センター

一関職業訓練協会

花巻支部60岩手労働基準協会花巻支部9/24(水)～25(木)

花巻支部

9/29(月)～30(火)

40 大船渡支部

11/14(金)～15(土)

盛岡支部

一関支部

11/13(木)～14(金)

10/7(火)～8(水) 気仙教育会館他

特
　
　
別
　
　
教
　
　
育

20 一関支部

11/19(水)～20(木) 釜石職業訓練協会他 30 釜石支部
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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 ０１９８－２９－４８００ ０１９８－２９－４８０１ 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

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

13,284 1,645
14,364

低圧電気取扱業務特別教育 6,480 648
　　　　（開閉器の操作） 7,560

5,400 1,188
6,480

11,340 1,030
14,472

4,320 648
5,400
4,320 864
5,400

11,880 864
12,960

6,480 1,337
7,560

10,800 2,484
12,960 しおり　　648

5,832 864
6,912
会員 無料

非会員 1,000

第１種衛生管理者試験準備講習
10/9(木)～10(金)

及び
12,960 6,696

10/15(水)～16(木) 15,120

　※　一関支部開催予定の低圧電気取扱業務特別教育(開閉器の操作)講習日程が、平成２６年度実施計画表と異なっておりますのでご確認ください。

10/24(金) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

10/11(土) アイ・ドーム 40 一関支部

10/14(火) 岩手労働基準協会研修センター 盛岡支部

10/27(月)～28(火)

本　部

11/20(木)

20

一関支部

研削といしの取替え等の業務
特別教育

大船渡支部

ダイオキシン類ばく露防止特別教育 9/12(金) 岩手労働基準協会研修センター 100

9/29(月)～30(火)

60

9/26(金)

11/19(水)

岩手労働基準協会花巻支部

岩手労働基準協会宮古支部

60

40

宮古支部

本　部

有機溶剤作業従事者安全衛生教育

衛生管理者能力向上教育

職長・安全衛生責任者能力向上教育

30気仙教育会館

小型車両系建設機械運転業務
特別教育

宮古支部

花巻支部

花巻支部

岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

■　受講料・テキスト代は消費税８％込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。■　受講料・テキスト代は消費税８％込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。

■　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（斜字 ）＝会員以外です。

そ
　
の
　
他 40

釜石支部

10/30(木)～31(金) 岩手労働基準協会研修センター

11/26(水)～27(木) 岩手労働基準協会宮古支部 30

新日鐵住金健康センター

9/16(火)～17(水)

アイ・ドーム

10/27(月)～28(火) 岩手労働基準協会花巻支部 20

30

衛生担当者研修会 9/5(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 盛岡支部

職長教育

100 本　部

10/15(水) 気仙教育会館 40 大船渡支部

岩手労働基準協会研修センター

特
　
　
別
　
　
教
　
　
育

巻上げ機の運転業務特別教育 11/26(水)～27(木)

11/6(木)～7(金) 気仙教育会館 30 大船渡支部

10/7(火)～8(水) アイ・ドーム 50 一関支部

気仙教育会館他 30 大船渡支部

粉じん作業特別教育 11/7(火) 岩手労働基準協会研修センター 30 盛岡支部

◆釜石支部事務所移転のご案内◆
平成26年８月25日㈪から下記の住所で業務を開始する事になりました。

移転先住所　〒026－0041  釜石市上中島町2-7-26　サンパルク１階
電話・FAX番号、メールアドレスに変更はありません。
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ク
イ
ズ
で
ゲ
ッ
ト

　全国労働衛生週間は、今年で第65回を迎えます。９月は
準備期間で、10月１日から７日までが本週間となります。
　毎年スローガンを掲げ展開されますが、今年のスロー
ガンで○の部分に入るのはどの言葉でしょうか。
　「○○○○進める職場の改善　心とからだの健康管理」

　①　あなたと
　②　みんなで
　③　なかまと

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26年９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。
●８月号の正解　　③

労働基準情報いわて Sep.　2014

■　№  756 第三種郵便物承認平成26年９月１日発行労働基準情報岩手

　紫波町の鳥  つばめ
 写真提供：紫波町　

　遠く東南アジアから渡ってくるつば

め。私たちのまわりで巣作りをし、こ

どもを育てる姿は見る人の心を和ませ、

田園風景に溶け込んでいます。「人が

住む環境に営巣する」という習性から、

地方によっては、人の出入りの多い家、

商売繁盛の印ともなっている。また、ツ

バメの巣のある家は安全であるという

言い伝えもあり、巣立っていった後の

巣を大切に残しておくことも多い。

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26年９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

薬にも言葉にもある副作用

　いくら良いものと言っても少なからず副作用がある。薬は

勿論だが、他人に良かれと思って言った言葉が想定外に波

及することがある。口から出るものには要注意。

 （川柳原生林６月号〈杜若〉田中士郎作品より）　

12

編 集
後 記

　灼熱の太陽も夏のさまざまなイベン
トを盛り上げながらもようやくおとろ
え、涼味とみに加わり虫の音も夜ごと
にさえて、季節の小さな生き物たちと
の出会いに静かに耳を傾けてみる。
　これから実りの時季を迎え、秋祭り
も賑やかになる。最近、どの行事も家
族ぐるみの参加が多くなって来ている
ように思う。地域で行なわれている祭
り文化の歴史や伝統を伝えるためには
とても大事なことであり、そして各家

庭や家族の輪が地域の大きな輪をつく
る。
　さまざまな善行が多くみられる反
面、あまりにも悲惨な出来事が続発し
ている昨今、犯罪や交通事故への不安
が少ない地域社会は誰もが願うもので
ある。こうした家族ぐるみの行事への
参加は、地域の安全・安心、しいては
活性化にも繋がると思うのである。

岩手の死亡災害（７月末）

製　造　業	 1 ( 0 )
鉱　　　業	 0 ( 1 )
建　設　業	 7 ( 1 )
運輸交通業	 1 ( 0 )
林　　　業	 0 ( 1 )
商　　　業	 4 ( 1 )
そ　の　他	 4 ( 2 )

累　　　計	 17 ( 6 )
 （　）内は前年同期


