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危険見つけて
　　みんなで改善
意識高めて安全職場

（全国安全週間スローガン）
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今月は「全国安全週間準備期間」です。安全に対する意識と職場の安全活動の向上に取り組みましょう。
  安全週間　平成27年７月１日～７日　準備期間　平成27年６月１日～30日  

　労働災害は長期的には減
少していますが、平成26年
上半期は労働災害が大幅に
増加し、８月に緊急対策を
講じたものの、平成26年の
労働災害は前年を上回る結
果となりました。
　この増加の背景には、消
費税増税前の駆け込み需要
や大雪の影響のほか、産業

活動が活発化する中で人手不足が顕在化し、職場に
潜む危険要因を察知できるだけの経験が無い未熟練
労働者が増えていることや、企業の安全管理体制の
ほころびが想定されます。また、重篤な災害が少な
い第三次産業においては、安全に対する意識が十分
とは言い難い状況も考えられます。

　岩手県内においては、平成22年から26年まで５年
連続の増加となり、これ以上の増加に歯止めをかけ
るため、より一層、労働災害防止対策に取組むこと
が必要となっています。
　これらの状況を踏まえ、平成27年度の全国安全週
間のスローガンについては、安心して働くことがで
きる職場づくりを目指すに当たり、職場をあげて危
険個所を発見し、速やかに労働災害防止対策を講じ
ることを通じて事業場の安全意識を醸成することが
重要であるという観点から、
「危険見つけてみんなで改善　意識高めて安全職場」
をスローガンとして展開し、この全国安全週間を契
機として、それぞれの職場で、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とな
りました。

「危
き

険
け ん

見
み

つけてみんなで改
か い

善
ぜ ん

　意
い

識
し き

高
た か

めて安
あ ん

全
ぜ ん

職
しょく

場
ば

」
（全国安全週間スローガン）

　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」という崇高な基本理念の下、
「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、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、今年で88回目を迎えます。

安全週間及び準備期間中に
各職場で実施する事項は次のとおりです。

１　共通事項 
　ア 　安全大会等での経営トップによる安全

への所信表明を通じた関係者の意志の統
一及び安全意識の高揚 

　イ 　安全パトロールによる職場の総点検の実施 
２　特別重点事項 
　ア 　転倒災害防止対策の取組（定着）状況
の確認 

　イ 　足場等に係る改正労働安全衛生規則へ
の対応状況の確認 

３　その他 
　ア 　安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等
の開催、安全関係資料の配布等のほか 
ホームページ等を通じた自社の安全活動
等の社会への発信 

　イ 　労働者の家族への職場の安全に関する
文書の送付、職場見学等の実施による家
族の協力の呼びかけ 

　ウ　緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 
　エ 　「安全の日」の設定のほか全国安全週
間及び準備期間にふさわしい行事の実施

継続的に実施する事項は次の通りです

１　共通事項 
　ア 　安全衛生管理体制の確立と自主的な安全衛生活動の促進 
　　ア　安全衛生管理体制の確立 
　　イ 　職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果

的な安全衛生教育の実施等 
　　ウ 　自主的な安全衛生活動の促進 
　　エ　その他の取組 
　イ 　業種横断的な労働災害防止対策 
　　ア　STOP！ 転倒災害プロジェクト2015 
　　イ　交通労働災害防止対策 
　　ウ　熱中症予防対策 
　　エ　腰痛予防対策 
　　オ　酸素欠乏症等の防止対策 
　　カ　化学物質による労働災害防止対策 
２　業種の特性に応じた労働災害防止対策 
　ア　製造業における労働災害防止対策 
　イ　建設業における労働災害防止対策 　
　ウ 　陸上貨物運送事業における労働災害防止対策の推進 
　エ　第三次産業における労働災害防止対策 
　オ　林業の労働災害防止対策 
　カ 　石油コンビナート等における爆発・火災災害防止対策 

※詳細は、中災防のホームページ　http://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/youkou.htmlをご覧下さい。
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を熱
防ぎましょう

　中　　症

　岩手県では、業務中に熱中症による労働災害が、平成24年が80件、平成25年が41件、平成26年が69件発生
しています。平成21年以前は10件前後で推移してきていますので、最近は多発傾向にあるといえます。
　熱中症による死亡労働災害については、平成22年に２件、平成24年に１件発生しております。

　熱中症は、「体内の蓄熱量が増加し、
放熱が追い付かない状況で、水分やミネ
ラルのバランスが崩れるなど体内の調整
機能が破綻して現れる全身性の温熱障害
をいう」とされており、高温多湿下の環
境や運動や作業を行うときにみられるも
のです。このため、単に気温が高いだけ
でなく、湿度、通風、日照や高温物から
の放射熱が関係しますし、その日の体調
や暑さに身体が慣れているかどうか（熱
順化）も関係します。
　６月は、気温が上がり、湿度が高まる
時期で、暑さに身体が慣れていない時期
でもありますので、熱中症が多発する時
期となっています。職場の作業環境管
理、作業管理、作業者の健康管理、安全
衛生教育に努めてくださるようお願いし
ます。
　また、熱中症は屋内作業においても発
生しています。作業中に熱中症が疑われ
る状況となった場合は、屋外・屋内にか
かわらず速やかな対応が重要となりま
す。救急措置が遅れて、死亡した事例も
ありますので、躊躇なく医療機関への搬
送をお願いします。

熱中症年別発生状況
（平成19～26年）(件) (人)
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　室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランス
が崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけい
れんや意識の異常など、様々な症状をおこす病気です。
家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、熱中症になる場合があります
ので、注意が必要です。 



床材間の
隙間３㎝以下

足場板の幅
20㎝以上

作業床の幅
40㎝以上

作業床の幅
40㎝以上

床材と建地との
隙間12㎝未満

労働安全衛生規則の一部が改正されます

　足場等からの墜落防止対策を強化する改正労働安全規則が平成27年３月５日に公布され、７月１日

から施行されます。

　改正の概要は次のとおりです。

改正の概要
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業務の効率改善（設備投資等）により、労働者など
に支払う社内の最低賃金
（時間換算額800円未満）を時間額換算で40円以上
引き上げれば、

引上げ対象
労働者数 引上げ額 助成上限額

1　～　9人
40～59円 100万円
60円以上 100万円

10～　14人
40～59円 100万円
60円以上 130万円

15　～19人
40～59円 100万円
60円以上 140万円

20人以上
40～59円 100万円
60円以上 150万円

上表の助成を受けることができます。（下限は５万円
です。）
・助成は、設備投資経費等の２分の1までです。
　（労働者30人以下の中小企業の場合は3/4を助成！）

※ 過去に本制度を利用し業務改善助成金の交付を受けて
いる事業場は、申請することができません。

※ 通常の事業活動を行うに当たり、社会通念上当然必要
となる経費は除かれます。

※ 機械装置等購入費については、特殊用途自動車以外の
自動車、パソコン（周辺機器を含む。）は、除かれます。

 【支給要件】	
　次の二つの計画を岩手労働局に申請し、交付決定

を受ける必要があります。

①賃金引上計画  

　		事業場内で最も低い時間給又は時間換算額（対象

は800円未満の労働者）を申請年度に40円以上
引き上げる計画を作成していただく。
　※	引上げ対象労働者は、雇用後6ヶ月以上経過し

ていることが　必要となります。

②業務改善計画  

　		具体的な業務改善（設備・器具の導入等）につい
ての計画を作成していただく。（労働能率の向上
に資するもの）

　岩手労働局から交付決定通知を受けた後に、二つ

の計画を実施（賃金を引き上げる・設備・器具を購

入する等）してください。申請前や交付決定通知前
に賃金引き上げや業務改善を実施した分は対象とな
りませんので、注意してください。

※�他にも要件がありますので、詳しい支給要件は下
記の問合せ先に相談願います。

 【支給対象となる事業主】	
　次の業種に応じて「資本金の額または出資の総額」

または「常時使用する企業全体の労働者数」のどち

らかの要件を満たす事業主であること。

業　種 資本金の額
又は出資の総額

常時使用する
企業全体の労働者数

一般産業
（下記以外） ３億円以下の法人 300人以下

卸売業 １億円以下の法人 100人以下
サービス業 5,000万円以下の法人 100人以下

小売業 5,000万円以下の法人 50人以下

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～助成金交付要綱が改正されました～

業務改善助成金
～助成金交付要綱が改正されました～

業務改善助成金

業務改善助成金の申請、お問い合わせ、ご相談は

岩手労働局労働基準部賃金室　　TEL 019－604－3008

〒020-8522	岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目９番15号　盛岡第２合同庁舎５階

ホームページ；http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
　　　　　「助成金・免許・資格」⇒「業務改善助成金」



られてはいないという部下。つまり、上司は褒めた
つもりでも、それが部下には伝わっていないことが
多いということもわかります。上司の育成やリーダー
シップなどについても、大きな差が出ています。つ
まり、こういう調査結果を見ていると、気を付けて
細やかなコミュニケーションをとっていかなければ、
伝わらなかったり、誤解につながることもあるとい
うことがわかります。パワハラもその延長線上にあ
るということが言えなくはないと思います。
　パワハラ対策の最初の取組みとして、管理職や一
般社員を対象とした講演会や研修会を行う企業が多
くあります。パワハラに対する知識を共有していく
うえで大変重要なことです。もちろん、効果もあり
ます。が、それだけでは足りないこともお分かりい
ただいていることと思います。ぜひ、職場のコミュ
ニケーションを活性化する研修や取り組みも併せて
行い、何かの時にはお互いに相談ができたり、許し
あうことができる、そんな関係性を作っていくこと
が重要です。コミュニケーションに重点をおいての
啓発活動も心がけていきましょう。

■パワハラに気が付いたら？■   ●

　もし、皆さんの周りでパワハラが行われているの
に気がついたらどう行動したらいいでしょうか？
　自己保身から、見て見ぬふりをしたいと思うこと
もあるかもしれませんが、パワハラへの対応はなる
べく初期段階のほうが解決容易であるといわれてい
ます。つまり、時間が経過するほど深刻化すること
が多く、解決が困難になるからです。放置をしない
こと、気が付いたときは早急に被害者に声をかけて
ください。「心配している。大丈夫か」と。もし、話
してくれるならゆっくり時間をかけて話を聴いてあ
げてください。アドバイスは基本的に必要ありませ
ん。「気にしないほうがいいと思うよ」というよう
な安易な慰めや批判は避け、あなたが悪いわけでは
ないと肯定的にサポートする気持ちを持ってくださ
い。被害者が受けたパワハラの実態と被害者の気持
ちを受け止め、解決のために相談窓口へつなぐとい
う順番で進めましょう。ただ、中には公にしたくな
いという方もいます。なぜなのかということを理解
したうえで今後のことを考慮し解決の道に持ってい
くことの重要性をわかってもらう努力をしていきま
しょう。

　パワハラ予防は損失の回避だけでなく、互いに支
えあう関係性づくり、職場の活性化や職場全体の生
産性の向上にも大きく寄与します。そのことを常に
念頭に置いていただきたいと思います。

　みなさん、このシリーズをここまでお読みいただ
き、パワハラ対策はやはり必要だと感じていただい
ていると思いますが、実施についてはいかがでしょ
うか？

■対策実施は？■   ●

　「パワハラの取組みは経営上の課題として重要だ」
（パワハラ実態調査H24厚労省）と80％の企業が答え
ています。しかし実施している企業は45％。大きな
乖離があります。必要性はわかっているが、取り組
んではいないという所が多いということです。やは
り、きちんと形を整えてからと考えると負担も大き
く、後回しになるのかもしれなせん。
　パワハラの損失は大きいものです。そこで、予防
のため、まずはできるところから取組みを始めるよ
う努めましょう。まず、できるところとは何でしょ
うか。ちょっと考えてみたいと思います。
　
■パワハラが起こる職場の特徴は？■   ●

　皆さんの職場は上司と部下のコミュニケーション
はどうでしょうか？　
　パワハラが起こる職場に共通する特徴として、一
番にこのコニュニケーションの少なさが挙げられて
います。次に残業が多い／休みが取り難い／失敗へ
の許容度が低い／と続いています。（パワハラ実態調
査H24厚労省）
　こんな調査（H24日本生産性本部）もあります。
設問は上司側と部下側それぞれに対し、上司は部下
との、部下は上司との「業務上のコミュニケーショ
ンについてどのように感じていますか？」というも
のです。回答は10％程度の差がありました。上司が
部下とのコミュニケーションは取れていると思って
いても、そんなことないと思っている部下が１割程
度いるということです。同様に上司側と部下側に「褒
めるか」［褒められるか］という設問ではもっと大き
な乖離が出ました。褒めているという上司と、褒め

職場のハラスメントについて

～パワーハラスメント～

今松メンタルヘルスケア事務所

　今 松 明 子
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　厚生労働省では、６月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使を始め社会
一般の認識と理解を深める機会とし、均等法等関係法令の一層の周知徹底及び履行確保、とりわけ妊娠・出産
等を理由とする不利益取扱いの禁止及び母性健康管理措置の周知徹底を図ります。
　また、性別役割分担意識を払拭し、男女がともに豊かな生活と職業能力向上を両立できる職場環境整備が社
会にとってきわめて重要であることについての社会一般への定着を図ります。

Ｑ 
私は飲食店で調理の仕事をしています。雇
用期間の定めのないパートであり、賃金は

時間給制です。
　勤続３年になりますが、正社員として働ける職
場が見つかりましたので、転職したいと思い、２
週間後に退職したい旨事業主に願い出ましたが、

「最低でも３か月は働いてもらわないと困る。」と
言われ退職させてもらえません。新しい職場には
２週間後から働く約束をしており、それまでに退
職したいと思っていますが、退職を認めてもらう
にはどうすればいいでしょうか？

Ａ　民法627条第１項では、「当事者が雇用の 
　　　 期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。この

場合において、雇用は、解約の申入れの日から二
週間を経過することによって終了する。」と定め
られています。したがって、「退職届」を退職日
の２週間前に提出することによって退職すること
ができます。
　人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに
伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主
との間の紛争が増加しています。
　この相談のケースのように、労働者と事業主と
の間の紛争の中には、単に法令や判例を知らな
かったり、誤解に基づいて発生したものが多くみ
られます。こういった場合は、労働問題に関する
情報を入手したり、専門家に相談することで、紛
争に発展することを未然に防止、または紛争を早
期に解決することができます。このため、岩手労
働局総務部企画室及び各労働基準監督署内に「総
合労働相談コーナー」を設置し、総合労働相談員
を配置しています。
　詳しくは岩手労働局総務部企画室（℡019－604－ 
3002）へお問い合わせください。

エ ２週間後の退職を認めて

もらうには？

６月は男女雇用機会均等月間です�

詳しいお問い合わせは、岩手労働局雇用均等室（電話019－604－3010）まで

～妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈が改正されました～

　男女雇用機会均等法と育児・介護休業法では、妊娠・出産、育児休業等を「理由として」解雇等の不
利益な取扱いを禁止していますが、このたび、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱い
を行った場合、原則として男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反することになります。

原　則	 	妊娠・出産・育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合、男女雇用機会均等法、
育児・介護休業法違反となる。

	 	（妊娠・出産、育児休業等を「理由として」不利益取扱いを行ったと解される）
	 ※	原則として、妊娠・出産、育児休業等の事由の終了から１年以内に不利益取扱いがなされ

た場合は「契機として」いると解されます。

例外①	 	業務上の必要性が不利益取扱いの影響を上回るような特段の事情がある場合
	 （例	）本人の能力不足等が理由である場合：妊娠等の事由の発生前から能力不足等が問題とさ

れており、不利益取扱いの内容・程度が能力不足等の状況と比較して妥当で、改善の機会
を相当程度与えたが改善の見込みがない　等

例外②	 本人が同意し、一般的な労働者が同意する合理的理由が客観的に存在する場合
	 （例		）契機となった事由や取扱いによる有利な影響（労働者の求めに応じて業務量が軽減され

るなど）があって、それが不利な影響を上回り、不利益取扱いによる影響について事業主
から適切な説明があり、労働者が十分理解した上で応じるかどうかを決められた　等

原 則

例外①

例外②
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○	　労働保険制度は、労働者が業務又は通勤
により負傷したり病気になった場合や失業
した場合等の際に、労災（補償）給付や失
業等給付を行うとともに、労働者の福祉の
増進を図ることを目的とした国が行う保険
事業です。
　	　平成27年度の労働保険年度更新は、６月 

１日㈪から７月10日㈮までとなっていま
す。事業主の皆様には、この期間中に平成
26年度の保険料を確定・精算し、併せて
平成27年度の概算保険料の申告・納付を
行っていただくことになります。
　	　また、石綿健康被害救済のための一般拠出
金についても申告・納付が必要になります。
　	　年度更新申告書は５月末に各事業場へ送

付される予定ですので、期日までに最寄り
の金融機関等において手続きを終えるよう
お願いいたします。
○	　申請により、労働保険料・一般拠出金に
ついて、口座振替による納付を行うことが
できます。口座振替をご希望される方は、
労働局・労働基準監督署に備え付け所定の
申込用紙か厚生労働省ホームページ【厚生
労働省　労働保険料　口座振替】 検索よ
りダウンロードをして、口座を開設してい
る金融機関の窓口にご提出ください。
　	　なお、口座振替を利用しますと保険料の引

き落としに最大約２ヶ月ゆとりができます。
○	　電子申請による年度更新手続きも可能と
なっておりますので、積極的な利用をお願
いします。
○	　厚生労働省では、年度更新業務の一部を
民間事業者に外部委託することとしていま
す。後日、年度更新申告書等の記載内容に
ついて、委託業者から問い合わせをさせて
いただくことがありますので、予めご了承
ください。

ご不明な点は、
　岩手労働局総務部労働保険徴収室
　（電話019－604－3003）
または最寄りの労働基準監督署・公共
職業安定所にお問い合わせください。

労働保険年度更新に
係るお知らせ
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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10日㈪、	
11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

　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、一定の資格要件の者、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。
　社内人事等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３日㈪・４日㈫の二日間、当協会研修センターで開催い
たします。この安全管理者選任時研修は年３回の開催となっています。
　詳細につきましては、当協会本部までお問い合わせください。

●安全管理者選任時研修のご案内
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　新会員事業所のお知らせ� ４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 ㈱グリーンテージくずまき 葛巻町

宮　古 ㈱Ｋ設備 宮古市

宮　古 ㈱テルコーポレーション 山田町

宮　古 ㈲丸徳 宮古市

花　巻 北上プライウッド㈱ 北上市

花　巻 ディー・ティー・ファイン
エレクトロニクス㈱ 北上市

一　関 吉田土質基礎 一関市

一　関 ㈲光成 一関市

一　関 平泉阿部 平泉町

一　関 浅利社会保険労務士事務所 一関市

一　関 ㈱スズキ 奥州市

一　関 ㈱鈴佳 千厩町

支部名 事　業　所　名 所在地

一　関 エールクリエイト東北㈱ 平泉町

大船渡 桜田設備工業 大船渡市

二　戸 ㈱七星 久慈市

二　戸 ㈲東鉄筋 久慈市

二　戸 ㈱オンフィール 二戸市

二　戸 ㈲ノダオートサービス 洋野町

二　戸 賀美鉄筋工業㈲ 久慈市

二　戸 ポルト㈱ 久慈市

二　戸 大野自動車整備工場 洋野町

二　戸 カーショップ　リペア 一戸町

二　戸 久保金属工業 久慈市

二　戸 東亜建設工業㈱　岩手営業所 久慈市

死　亡　災　害　速　報　（４月）

■宮古署　建設業（トンネル建設工事業）　男（60歳代）崩壊、倒壊

　トンネル切羽において、火薬の装填作業中、肌落ちが発生し、落下した雷管を回収するため切羽に

近づいたところ、岩盤が大規模に崩落し、下敷きになった。



講習会のおしらせ� 27年８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

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

7/9(木)～10(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,720 1,944

有機溶剤作業主任者技能講習 7/30(木)～31(金) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 本　部 9,720 1,944

7/21(火)～23(木) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 本　部 15,660 2,160

7/21(火)～22（水)・24(金) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 本　部
(一部免除者)

13,500

プレス機械作業主任者技能講習 8/10(月)～11(火) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,720 1,512

玉掛け技能講習 6/22(月)～24(水) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部 21,600 1,645

7/13(月)～15(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

8/3(月)～5(水) 久慈市文化会館 30 二戸支部

8/4(火)～6(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

8/4(火)～5(水)・7(金) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

8/24(月)～26(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

8/27(木)～29(土) アイ・ドーム他 30 一関支部

8/27(木)～28(金)・30(日) アイ・ドーム他 30 一関支部

フォークリフト運転技能講習 7/7(火)～10(金) 二戸市民文化会館他 30 二戸支部 29,160 1,620

(31時間コース)
7/7(火)～10(金) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

7/7(火)・13(月)～15(水) 釜石職業訓練協会 10 釜石支部

7/13(月)～16(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

7/17(金)～20(月) アイ・ドーム他 40 一関支部

7/21(火)～24(金) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

7/21(火)～24(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

7/21(火)・27(月)～29(水) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

8/18(火)～21(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

8/24(月)～27(木) 岩手労働基準協会花巻支部 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 7/2(木)～4(土) アイ・ドーム他 30 一関支部 28,080 1,645

7/2(木)～3(金)・5(日) アイ・ドーム他 30 一関支部
(一部免除者)

25,920

7/6(月)～8(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

7/7(火)～9(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

7/7(火)～8(水)・10(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

7/15(水)～17(金) 二戸職業訓練協会他 30 二戸支部

8/3(月)～5(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

8/17(月)～19(水) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

ガス溶接技能講習 7/27(月)～28(火) 二戸職業訓練協会 30 二戸支部 9,720 864

8/5(火)～6(水) 宮古高等技術専門校 40 宮古支部

8/10(月)～11(火) 久慈市民体育館他 30 二戸支部

8/27(木)～28(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

高所作業車運転技能講習 6/17(水)～18(木) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部 33,480 1,850

6/17(水)・19(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部
(一部免除者)

30,240

安全衛生推進者養成講習 8/5(水)～6(木) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,640 1,296

8/26(水)～27(木) 釜石職業訓練協会 40 釜石支部

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

1,6207/13(月)・17(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 11,880

技
　
　
　
　
能
　
　
　
　
講
　
　
　
　
習
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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

8,640 1,080
9,720

4,320 648
5,400

13,284 1,645
14,364

5,400 1,188
6,480

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 1,296
6,480

11,880 864
12,960

11,880 1,512
12,960

6,480 2,571
7,560

12,960 1,512
15,120

会員 無料

非会員 1,000
5,616 648
6,696

6/25(木)～26(金)
及び

７/2(木)～3(金) 15,120
10,368 4,536
12,528

一関支部

40

大船渡支部6/18(木)～19(金)

盛岡支部

7/27(月)～28(火)

48

盛岡支部

50

■　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。

■　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。

職長・安全衛生責任者教育 6/18(木)～19(金)

7/1(水) 岩手労働基準協会研修センター

8/21(金) 気仙教育会館 40

大船渡支部

一関支部

40

気仙教育会館他 30

岩手労働基準協会宮古支部他6/15(月)～16(火)

30 盛岡支部

大船渡支部

7/8(水)

大船渡支部

12,960

盛岡支部

6,696

宮古支部

アイ・ドーム 30

小型車両系建設機械運転業務
特別教育

アーク溶接等の業務特別教育

8/4(火)

7/16(木) 気仙教育会館 40

岩手労働基準協会花巻支部

気仙教育会館

岩手労働基準協会研修センター

盛岡支部

花巻支部職長教育

6/12(金) 岩手労働基準協会研修センター

50

岩手労働基準協会研修センター

刈払機取扱作業従事者安全衛生教育

盛岡支部

花巻支部

7/6(月)～7(火)

岩手労働基準協会研修センター

岩手労働基準協会花巻支部

気仙教育会館

8/7(金)

8/5(水) アイ・ドーム 20

安全担当者研修 6/15(月) 岩手労働基準協会研修センター 100

危険予知リスクアセスメント講習

30

60

研削と石の取替え等の業務
特別教育

30

第２種衛生管理者試験準備講習 6/8(月)～10(水) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部

6/25(木)～26(金) 気仙教育会館 40 大船渡支部そ
　
　
　
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 本　部

粉じん作業特別教育

7/8(水)～9(木) 20

6/19(金) 岩手労働基準協会宮古支部 40 宮古支部

6/16(火) 大船渡支部

大船渡支部

7/30(木)～31(金) 宮古高等技術専門校 40 宮古支部

8/20(木)～21(金) 二戸職業訓練協会 30 二戸支部

本　部100岩手労働基準協会研修センター8/3(月)～4(火)安全管理者選任時研修

酸素欠乏危険作業特別教育 7/14(火) 気仙教育会館 40

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

　　岩手県では熱中症による労働災害がここ数年多発傾
向にあり、平成22年と24年には熱中症による死亡労働災害
も発生しています。
　平成26年の熱中症による労働災害は何件だったでしょう
か。

　①　49件
　②　59件
　③　69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27年６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。
●５月号の正解　　②

労働基準情報いわて Jun.　2015

■　№		765 第三種郵便物承認平成27年６月１日発行労働基準情報岩手

岩手の死亡災害（４月末）

製　造　業	 0	 ( 1 )
鉱　　　業	 0	 ( 0 )
建　設　業	 4	 ( 4 )
運輸交通業	 1	 ( 1 )
林　　　業	 0	 ( 0 )
商　　　業	 1	 ( 4 )
そ　の　他	 0	 ( 3 )

累　　　計	 6	 (13)
	 （　）内は前年同期

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27年６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

疲弊した世相犯罪ばかり増え

　いったい世の中はどうなっているのか、犯罪の発生が引

きも切らない。１週間前の犯罪がどれだったかが分からな

くなる。社会のせいばかりではないとは思う。

	 （川柳原生林３月号〈杜若〉浅沼よし子作品より）　
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編 集
後 記

　樹々の緑もいよいよ深く、かえると
ツバメがそれをいっそう引き立て、白
い雲とのコントラストもすばらしく「緑
十字」を描いたようでもある。
　各地の山開きもにぎわい、真っ赤な
つつじが初夏の陽にはえ、濃い自然が
心を落ち着かせてくれる。
　「幼年花咲き少年鳥歌い青年若葉が茂
る」恵まれた移ろいを感じる。
　ある師に「青年とは齢の若さを指す
のではない。精神の溌剌さをいうので

ある。若さとは意志の力、創造力、感
激性であり、情熱を失うとその人の心
に皺が寄る。常に明るい希望を持ち、
未来の夢に挑戦し、生命の歓喜に感謝
する人であれば50歳であろうと70歳で
あろうとその人は青年である。」等々と
説かれたことがある。
　さらに「人は上にばっかり伸びたが
る。草木は下からまず根っこ。」とも。
　いつまでも青年の域でありたいと願
う日々である。

　花と緑のまつり2015
	 写真提供：花巻市　

■【開催日】平成27年６月12日㈮～14日㈰
■ 会場／花巻市総合体育館
■ 主催／花と緑のまつり実行委員会

　美しい草花にふれあえる場として、さ

つき・盆栽・山草・ばら・生け花・見本

庭園などの展示や、参加団体による各

種講習会、押し花体験なども行われる。

また、花苗の無料配布、もちまき大会、

クイズ大会や花巻の伝統芸能ステージ

など、イベントも盛りだくさん。


