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安全・安心・家族の笑顔
　願いはひとつ 
 年末年始も無災害

（いわて年末年始無災害運動スローガン）



　10月１日付で岩手労働局長に就任しました久
古谷　敏行（くごたに　としゆき）です。
　岩手労働基準協会の会員の皆様方におかれま

しては、日頃より労働基準行政を始めとした労
働行政の推進に多大なご理解とご協力を賜り、
厚く感謝申し上げます。

　旧労働省に入省以来、地方勤務は、愛知県庁
の労政訓練課に出向して以来の２回目の勤務と
なり、東北地方勤務は始めての経験となります。
（出身は鳥取県です。）岩手県での勤務経験のあ
る先輩諸氏からは、「岩手県はとっても寒いけど、
人柄は最高で仕事もしやすい」ときいており、
冬の寒さはまだ体験していませんが、人柄の良
さと仕事のしやすさは実感中です。

　東日本大震災の時は、東京勤務でしたが、大
きな揺れを感じ、震災の影響による都市インフ
ラの脆弱性を痛感しました。しかし、震災から
４年８か月が過ぎ、被災地以外では震災に対す
る思いが風化していることを感じるところです

が、当地における現実は旧市街地のかさ上げ工
事や災害復興公営住宅の建設が進むなど着実な

復興の動きがみられる一方で、未だに、多くの
方々が仮設住宅で生活されており、更なる本格
復興の推進を強く祈念するところです。

　復興需要と景気回復の影響で、当県における
有効求人倍率（季節調整値）は、震災直後の平

成23年４月は0.41倍でしたが、25年５月から１
倍を超える水準で推移し、本年の４月以降は1.2
倍以上の水準で推移して、県内全域の建設、福
祉などの分野や、沿岸部の水産加工業などでは、
人手不足状態となっています。
　そうした人手不足も要因の一つとなって、労
働災害による休業４日以上の死傷者数も平成22
年から５年連続増加という極めて深刻な状況と
なっています。

　このような状況を踏まえ、岩手労働局といた
しましては、「復旧・復興工事における労働災害
防止対策の徹底や労働条件の確保」、「震災復興
関連求人の充足や震災の影響を受けた方への就

職支援」などを最重点課題として取り組むとと
もに、働き方改革としての長時間労働の抑制や
年次有給休暇の取得促進、職業生活と家庭生活
の両立支援対策、非正規労働者対策などの施策
を推進してまいります。

　今後も会員の皆様方のニーズもお聞きし連携

を図りながら、労働行政の一層の推進に努めて
いきたいと思っていますので、引き続きのご支
援、ご協力をお願い申しあげます。

　最後に会員の皆様方の益々のご発展を祈念し

て、着任のご挨拶に代えさせていただきます。

着任のご挨拶

岩手労働局
局長

久古谷　敏行
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いわて年末年始無災害運動いわて年末年始無災害運動いわて年末年始無災害運動

実施期間：平成27年 12月1日～平成28年 1月31日
準備期間：平成27年 11月1日～平成27年 11月30日

実施期間：平成27年 12月1日～平成28年 1月31日
準備期間：平成27年 11月1日～平成27年 11月30日

実施期間：平成27年 12月1日～平成28年 1月31日
準備期間：平成27年 11月1日～平成27年 11月30日

安全・安心・家族の笑顔
願いはひとつ　年末年始も無災害
安全・安心・家族の笑顔

願いはひとつ　年末年始も無災害
安全・安心・家族の笑顔

願いはひとつ　年末年始も無災害

１ 積雪・凍結による転倒災害、墜落災害の防止

（１）通路・作業箇所の積雪・凍結防止のための囲
い・除雪・融雪措置の徹底。

（２）工事現場の外部足場の雪の吹き込み防止のた
めのネットの設置。

（３）滑り難い靴等の着用徹底。

２ 車両等のスリップ事故等の防止

（１）速度控えめ、早めブレーキの徹底、急ハンド
ル・急ブレーキ回避の徹底。

（２）橋上・トンネル出入口・日陰部分等の速度控
えめの徹底。

（３）「交通労働災害防止ガイドライン」の励行。

３ 雪降ろしの際の災害防止

（１）作業開始前の腰痛予防体操の励行。
（２）安全服装（滑り難い靴・安全帯・ヘルメット
等）の徹底。

（３）軒先の立入禁止の徹底、軒先のせり出し雪は
地上から除去。

４ 一酸化炭素中毒の防止

（１）屋内でストーブ、内燃機関等の使用の際の定
期的な換気の徹底。屋内、密閉された場所では
練炭の使用を避けること。

（２）工事現場における練炭によるコンクリート養
生は、原則避けること。

　　　やむをえず練炭を使用する場合は、一酸化炭
素中毒の予防について十分な知識を有する作業
指揮者を定め、作業指揮、練炭養生場所の立入
禁止表示、立入る場合の換気徹底と一酸化炭素
濃度の測定確認を行うこと。

５ 火災・火傷の防止

（１）薪ストーブ・焚き火等の着火の際のガソリ
ン・軽油・灯油等の使用禁止。

（２）ガソリン等の油脂類・可燃物の火気厳禁保管
の徹底。

（３）寄宿舎、事業場、工事現場、現場事務所にお
ける火気取締責任者の選任、油脂類・可燃物の
適切な保管、留守の際の消火確認、作業終了
時・就寝時の火気の点検の徹底。

６ 凍結の緩みによる土砂崩壊災害等の防止

（１）凍結・融解の繰り返しによる地山の崩壊・転石
の発生による災害防止対策のため、地山掘削作業
の際の土止め支保工の設置、地肌露出箇所の点
検・こそくの徹底、安全通路の設置の徹底。

（２）融雪・鉄砲水災害防止のため、作業箇所周
辺、上流の雪・融水等の状態の事前調査と調査
結果に基づき、作業中止、雪・融水等の除去
等、適切な措置の徹底。

７ 作業時の保温・体操の実施

（１）作業場内の気温調整、防寒衣の着用等による
保温の徹底。

（２）作業開始前及び作業の合間の筋肉をほぐす体
操の励行。

８「安全決意宣言」・「リスクアセスメント」
の実施等の安全意識高揚

９ その他

（１）積雪・強風によるハウス等の転倒・倒壊防止。
（２）雪崩による危険防止。
（３）吹雪・濃霧による遭難防止対策の徹底。

冬季の転倒災害を防止しよう！
（「STOP！転倒災害防止プロジェクト2015」の推進）

寒さや雪による冬季特有災害を防止しよう！

こんな場所等は滑りやすいので注意が必要！ ！

○ 人や車の出入りの多い通路や出入口付近 ○ 階段・段差や傾斜のある通路
○ 雪道を歩いた後にタイル張りの事務所等に入る時 ○ 除雪中や車の乗り降りの際

転倒災害にあわないために！

○ 通路や作業箇所について、囲い・除雪・融雪に努めましょう。
○ 工事現場の外部足場には、ネットやシートを設置し、足場の積雪・凍結を防止しましょう。
○ 滑止材入り、ピン・金具付き・溝の深いもの等滑り難い履物を着用しましょう。
○ 小さな歩幅で、靴の裏全体をつけ、時間に余裕を持って「急がず、ゆっくり」歩きを励行しましょう。
○ 手袋の着用、両手をふさがない工夫・作業方法の選択をしましょう。
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平成27年度の岩手県最低賃金が変わります。
必ずチェック最低賃金！  使用者も、労働者も
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　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、授乳コーナー、多目的トイレ、移動
用リフトなどの導入を行動計画に目標として掲げ、行
動計画期間内に導入した資産につ

いて、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企

業の主な取組み状況は以下のとお

りです。

　女性活躍推進法が成立し、301人以上の労働者を
雇用する事業主は、平成28年４月１日までに「自社
の女性活躍状況の把握・課題分析」、「行動計画の策
定・届出」、「情報の公表」などを行う必要があります。
また、300人以下の事業主はこれらの策定等に努める
こととされています。
　女性活躍推進法のポイントや助成金制度などの説

明会を開催します。ぜひご参加ください。（参加料は
無料です。）

■日時：平成27年12月11日（金）
　　　　14：00～16：00
■会場：いわて県民情報交流センター（アイーナ）
　　　　８階　会議室804
■内容：女性活躍推進法について
　　　　女性活躍加速化助成金について

　　　　改正労働者派遣法について　　など

　　※　 終了後、個別相談コーナーを設けますので、
お気軽にご相談ください。

�・��・��・��・��・��・��・��・��・�

　女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関
する「数値目標」や「取組目標」を盛り込んだ「行
動計画」を策定し、計画に沿った取組を実施して、「取
組目標」を達成した事業主及び「数値目標」を達成
した事業主に対して助成金を支給します。

■助成金の種類と支給金額

□　加速化Ａコース

・ 「取組目標」を達成した中小企業事業主（※）に
対して支給

・支給額：30万円（１事業主１回限り）
※常時雇用する労働者が300人以下の事業主
□　加速化Ｎコース

・ 「取組目標」を達成した上で、「数値目標」を
達成した事業主に対して支給

・支給額：30万円（１事業主１回限り）

岩手スバル自動車株式会社（盛岡市）

１　届出目標の実施内容
⑴�　育児休業者等に対し復職後の具体的な待
遇説明を行うとともに、制度や各種給付金
の手続きについて解説した書面を交付した。
⑵�　所定外労働削減のため、幹部会議や全社
員会議において働き方の見直しに関する研
修を実施した。
⑶�　中学校の職場体験活動に受け入れを継続
しつつ、国家資格取得を目指す自動車シス
テム課の学生に現場実習の機会を提供した。

２　その他、認定に必要な要件の実施内容
⑴�　男性４名が育児短時間勤務制度を利用し、
出産したすべての女性が育児休業を取得し
た。
⑵�　小学校３年生までの短時間勤務制度を導
入している。

交付式の様子

女性活躍推進法説明会を開催します

女性活躍加速化助成金のご案内

次世代法に基づき　　　　　　
子育てサポート企業として認定



死　亡　災　害　速　報　（10月）

■盛岡署　農林業（木材伐出業）　男（50歳代）墜落、転落

　木材を集材車に積み込むため、グラップルで木材をつかみ上げ旋回させたところ、検材中の被災者
が木材を抱きかかえたまま木材とともに空中を旋回した。グラップルの運転者が気付いて旋回を止め
たところ、地面に落下した。
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　新会員事業所のお知らせ� 10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 東北送配電サービス㈱岩手支社 盛岡市

盛　岡 ㈱ジェイコム 盛岡市

盛　岡 ㈱シリウス 盛岡市

支部名 事　業　所　名 所在地

二　戸 ㈱丸竹興業 二戸市

二　戸 ㈲澤里運輸 久慈市

■支給までの流れ

⑴ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
を策定

　・ 行動計画には、①計画期間、②数値目標、③
数値目標達成のための取組目標、④取組の実
施時期を盛り込む必要があります。

【数値目標（②）の例】
・ 技術職の女性を現員（２名）から５人以上
とする。

【取組目標（③）の例】
・ 女性学生にターゲットを絞った採用パンフ
レットを作成する。

・ 女子学生を対象とした職場見学会を開催 
する。

⑵　以下について実施
　・ 一般事業主行動計画について、岩手労働局へ
の届出、労働者への周知、サイト（※）への公表
を行う。

　・ サイト（※）に女性の活躍に関する情報公開をす
る。

⑶　取組目標を実施し達成
　　⇒【加速化Ａコース】の支給申請が可能です。
⑷ 　数値目標を達成し達成状況をサイト（※）に公表
　　⇒【加速化Ｎコース】の支給申請が可能です。
※ 「ポジティブ・アクション応援サイト」を指し
ます。自社の取組を掲載し紹介することが可能
です。

■既に取組を行っていた場合の特例
　平成24年４月１日以降に、行動計画に準じた計
画を策定し取組を行っていたが、数値目標または
取組目標のいずれかが定められていなかった場合

は、支給申請日までに行動計画を新たに定め、労
働者へ周知等の要件を満たせば、平成27年度中で
あっても助成金の対象になります。
　この特例による支給申請期間は、「行動計画策
定・変更届」の届出をした日の翌日から２か月以
内です。

問い合わせ先

岩手労働局雇用均等室
電話　０１９－６０４－３０１０



Ｑ 今年４月からパートタイム労働者の相談に応じるための窓口を総務課長と定め、労働
条件通知書により、パートタイム労働者に明示
しました。改正パートタイム労働法への対応と
して、不足はあるでしょうか。

Ａ  今年４月から施行された改正パートタイム 
　　労働法への対応として、主なポイントは次
の３点です。
①�� パートタイム労働者からの相談に対応する
ための体制の整備
　 パートタイム労働者からの苦情を含めた相談
に応じ、適切に対応するための窓口等の体制
を整備することが義務化されています。相談
に応じることができる窓口であれば、組織で
あるか個人であるかを問いません。
②�� 雇い入れ・契約更新時における「相談窓口」
の明示
　 パートタイム労働者を雇い入れたときまたは
労働契約を更新したときは、速やかに「昇給
の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」
について文書による明示が義務づけられてい
ますが、改正法ではこれらに加え、①による
「相談窓口」の明示が追加されました。
　 労働条件通知書等において、相談担当者の氏
名、役職、担当部署などのいずれかを明示す
ることが必要です。
③�� 雇い入れ・契約更新時における雇用管理の
改善措置の内容の説明
　 パートタイム労働者を雇い入れたときまたは
労働契約を更新したときは、速やかに「差別
的取扱いの禁止」（該当する場合）、「賃金の
決定方法」、「教育訓練の実施」、「福利厚生施
設の利用」、「正社員への転換措置」について
説明することが義務づけられています。
　 口頭によることが原則ですが、漏れなく記載
され、容易に理解できる内容の文書を交付す
ることも可能です。

　ご質問の会社におかれては、③について未実

施となり、早急な対応が必要です。
　具体的には、今年４月以降に雇い入れまたは
労働契約を更新したパートタイム労働者に対
し、賃金制度はどうなっているか、どのような
教育訓練や正社員への転換措置があるか、どの
福利厚生施設が利用できるかなどを説明する必
要があります。

　また、次の点にもご留意ください。特に、正
社員への転換措置が講じられていない事業所が
見受けられます。
○パートタイム労働者の待遇の原則
　パートタイム労働者と正社員の待遇の相違
は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他
の事情を考慮して、不合理と認められるもので
あってはならないとされています。こうした考
え方を念頭に、パートタイム労働者の雇用管理
の改善を図るようにしてください。
○�正社員と働き方が同じパートタイム労働者の
差別的取扱いの禁止
　職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが
正社員と同じパートタイム労働者については、
賃金の決定をはじめ全ての待遇について、パー
トタイム労働者であることを理由に差別的に取
り扱うことが禁止されています。
○正社員への転換措置
　正社員への転換を推進するため、次のいずれ
かの措置を講じなければなりません。
・ 正社員を募集する場合、その募集内容をパー
トタイム労働者に周知し応募の機会を与える

・ 正社員を社内公募する場合、パートタイム労
働者にも応募する機会を与える

・正社員への転換制度を導入する　など
　転換措置の内容については、あらかじめ全ての
パートタイム労働者に周知することが必要です。

【問い合わせ先】岩手労働局雇用均等室
〒020-8522　 盛岡市盛岡駅西通１－９－15 

盛岡第２合同庁舎
　　　電話　019－604－3010

エ 改正パートタイム労働法の
対応について
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　「言いたいことが言えない」、「ＮＯと言えない」 「引
き受ければ大変になるのがわかっているのに引き受
けてしまって相手を恨んだり、自分を情けないと思っ
たり 」、「こんなことを言ったらどう思われるだろう
か」等々、いろいろ日常には我慢している事、我慢
している人いますね。あなたはどうでしょうか？ 
　我慢に我慢を重ね、耐えきれず言葉にしたはいい
が、「強い口調で言いすぎてしまった」と、後で気ま
ずい思いをしたなんて経験もある方もいらっしゃる
のではないでしょうか。
　ストレスの多くは人との関係性の中から発生しま
す。今回取り上げるアサーションは対人関係におけ
るストレス対策の一つです。よりよい人間関係を構
築するコミュニケーションスキルでもあります。
　
　アサーションとは自己表現とか自分を素直に表現
することを言います。
　私たちは時と場合によって、①自分のことだけし
か考えないで話してしまうこともあると思いますし、
②相手のことばかりを優先して、相手に合わせて話
すこともあると思います。もうひとつ、③自分の気
持を大事にしつつ、相手の気持にも配慮しながら話
すということもあります。私たちはこの①～③を状
況に合わせ、無意識に使い分けているはずです。
　ところが、その人の癖、あるいは傾向性に①の態
度が強い人や、②の態度が強い人がいます。
　①の態度が強い人は常に自分が正しい、自分は悪
くないという気持ちが根底にあるかもしれません。
ですから、一方的に話しがちだったり、相手の意見
を聞かず押し切ったり、威圧的な態度になりがちで、
周囲の人は反発したり、黙り込んだりということに
なりそうです。結局、コミュニケーションをシャッ
トアウトし周囲の人を遠ざける可能性だってありま
す。このコミュニケーションの形をアグレッシブ：
攻撃型と呼びます。
　②の傾向が強い人は、一見、相手の意見を尊重し
ているようですが、言いたいことが言えず我慢して
たり、自分の気持ちを押し殺しがちです。そのスト
レスが溜りにたまって、ある時何かをキッカケに抑

えていた怒りが爆発して人間関係がこじれてしまっ
たり、ストレスに押しつぶされて病気になっていく
可能性もあります。周りの人にはこういう人はどう
映るでしょうか。何を言っても「はい、わかりました」、
「大丈夫です」。まさにイエスマン。うまく使われて
しまいそうですね。でもそれだけでなく、何を言っ
ても反応がなくイライラする原因にもなりそうです
し、考えを話さないので何を考えているかわからな
い人と見られるかもしれません。このコミュニケー
ションの形をノン・アサーティブ：非主張型と呼び
ます。
　③の態度をアサーティブ（アサーションの形容詞）：
自己表現型と呼びます。自分の意見も相手の意見も
大切にしており意見の食違いがあっても歩み寄ろう
とするやり方です。相手の気持ちも大切にし、お互
いの意見を伝えあい、話し合いをして、お互いの折
り合いがつく点を見つけていきます。話し合いの結
果、たとえ自分の意見が通らなくても、相手に自分
の気持ちを率直に伝え、対等にコミュニケーション
ができ気持ちはスッキリするのではないでしょうか。
互いにアサーティブな正しいコミュニケーションを
行うと感情はさらに潤いとなり、いい関係が構築で
きると思います。
　ただ、きちんと自分の気持ちを表現することだけ
がアサーションかというとそうではありません。「言
わない」、「伝えない」という選択もアサーションな
のです。例えば、相手の行動でちょっと嫌な気持ち
になったが、相手には全く悪意はないし、それどこ
ろか、相手は良かれと思ってやっていると感じられ
た場合はどうでしょうか。自分の感情に気付いたと
き それを全て伝えるのではなく、あえて「伝えない」 
ということの選択もありということです。相手に怒り
をぶつけず、感情を理性が抑えて適切な行動を選択
したというふうに言い変えることができるのではな
いでしょうか。
　
　アサーションは感情にふりまわされずに、積極的
に自己表現するコミュニケーションスキルです。あ
と２回にわたり、アサーションについて紹介してい
きたいと思っています。次回はわかっているけれど
なかなか話せないと思っている方のためにアサー
ションの難しさと自分の感情を理解していく方法を、
次々回は自分の気持ちを適切に表現する方法につい
て記していく予定です。 つづく　

参考文献：�『アサーショントレーニング　 ～さわやかな
「自己表現」のために～』（平木典子、日精研）

メンタルヘルスとコミュニケーション

人間関係の中の自己③
～アサーションその１：表現しよう～

今松明子
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講習会のおしらせ� 28年２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 H28.2/9(火)～10(水) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,720 1,944

H28.2/16(火)～18(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部 15,660 2,160

H28.2/16(火)～17(水)･19(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部
(一部免除者)

13,500

玉掛け技能講習 H28.1/12(火)～14(木) 岩手労働基準協会花巻支部 20 花巻支部 21,600 1,645

H28.2/1(月)～3(水) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部
(一部免除者)

19,440

H28.2/1(月)～2(火)・4(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

H28.2/2(火)～4(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

H28.2/8(月)～10(水) 二戸職業訓練協会他 30 二戸支部

フォークリフト運転技能講習 H28.1/19(火)～22(金) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部 29,160 1,620

　　　　　(31時間コース)
H28.1/25(月)～28(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

H28.2/22(月)～25(木) 岩手労働基準協会花巻支部 20 花巻支部

H28.2/23(火)～26(金) 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)

小型移動式クレーン運転技能講習 H28.1/18(月)～20(水) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 28,080 1,645

H28.1/18(月)～19(火)・21(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)

25,920

H28.1/20(水)～22(金) 二戸広域観光物産センター 30 二戸支部

ガス溶接技能講習 12/21(月)～22(火) 二戸職業訓練協会 40 二戸支部 9,720 864

H28.1/7(木)～8(金) 宮古高等技術専門校 40 宮古支部

高所作業車運転技能講習 12/7(月)～8(火) 岩手労働基準協会研修センター 10 盛岡支部 33,480 1,850

12/7(月)・9(水) 岩手労働基準協会研修センター 10 盛岡支部
(一部免除者)

30,240

安全衛生推進者養成講習 12/21(月)～22(火) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,640 1,296

H28.1/21(木)～22(金) アイ・ドーム 60 一関支部

8,640 1,080
9,720

13,284 1,645
14,364
8,640 1,645
9,720

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
5,400 1,296
6,480
4,320 648
5,400

11,880 864
12,960

11,880 1,512
12,960
6,048 1,944
7,128
5,832 864
6,912

粉じん作業特別教育 H28.1/22(金) 岩手労働基準協会花巻支部 50 花巻支部

研削といしの取替え等の業務特別教
育

60

酸素欠乏危険作業特別教育

盛岡支部

H28.1/14(木)～15(金) 二戸市民文化会館他 40 二戸支部

H28.1/7(木)～8(金) 久慈市中央公民館他 40 二戸支部

H28.1/14(木)～15(金)

40 大船渡支部12/10(木) 気仙教育会館

H28.2/15(月)～16(火)

H28.1/21(木) 気仙教育会館

50

宮古高等技術専門校

盛岡支部

60 花巻支部

H28.2/25(木)

30 一関支部

60 盛岡支部

40

20 一関支部

48

大船渡支部

アイ・ドーム

職長教育

安全衛生推進者能力向上教育
（初任時）

盛岡支部

盛岡支部

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

宮古支部

盛岡支部

11,880 1,620

60

岩手労働基準協会花巻支部

アーク溶接等の業務特別教育

40
小型車両系建設機械運転業務
特別教育

40

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

H28.1/25(月)・29(金) 岩手労働基準協会研修センター 20

岩手労働基準協会研修センター

H28.2/17(水)～18(木)

有機溶剤作業従事者安全衛生教育 H28.2/16(火)

岩手労働基準協会研修センター

クレーン運転業務特別教育

職長・安全衛生責任者 H28.2/23(火)～24(水) 岩手労働基準協会研修センター

H28.1/27(水) アイ・ドーム

岩手労働基準協会花巻支部

H28.1/8(金)

12/14(月)～15(火)

釜石支部

大船渡支部

H28.2/9(火)～10(水) 花巻支部

釜石職業訓練協会 30

H28.1/29(金) 気仙教育会館 40

12/24(木)～25(金)

特
　
別
　
教
　
育

そ
　
　
の
　
　
他
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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

5,616 756
6,696

12,960 1,512
15,120

会員 無料
非会員 1,000

H28.1/12(火)～13(水)

岩手労働基準協会宮古支部

■　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。

岩手労働基準協会研修センター安全管理者選任時研修 100

■　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。

12/10(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。

本　部

危険予知普及講習 40 宮古支部

100 盛岡支部

※　定員になり次第、申し込みを締め切ります。定員の確認等は、開催支部へ直接お問合せください。

H28.2/5(金) 気仙教育会館 40 大船渡支部

そ
　
　
の
　
　
他

労務担当者実務研修会 H28.2/5(金) 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

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

公益財団法人 岩手労働基準協会  年末年始休日のお知らせ
平成27年12月29日㈫～平成28年１月３日㈰まで

お休みとさせていただきます

　奥州市の㈱小冨士製作所岩手工場は、この度中

央労働災害防止協会から中小企業無災害記録証、

第５種（金賞）を受賞されました。同社は定期的

に現場巡視を行い安全教育に力を入れ、全社一丸

となって労働災害防止活動を行っています。

　その結果、平成14年７月から延べ13年１カ月

間にわたって無災害記録3,400日間を樹立された

ものです。10月23日、岩手労働基準協会一関支

部において記録証の伝達が行われ、その後一関労

働基準監督署に受賞報告を行いました。

　高橋友行署長（左側）は、「受賞は大変困難で

喜ばしいの一言。他の模範として継続をお願いす

る」と長年の努力を称えました。

　押原副社長（中央）は「従業員の安全意識は高

く今後も地道に取り組み、無災害記録を継続して

いきたい」と意欲を示しました。

　会員各社におかれましても無災害記録にチャレ

ンジされることを期待します。中小企業無災害記

録証授与制度のお問い合わせは、当協会各支部又

は中災防HPまで。

㈱小冨士製作所岩手工場（奥州市前沢区）が第５種無災害記録を達成

写真左から、一関労基署髙橋友行署長、㈱小冨士製作所�
尾崎誠資材一課長、押原譲取締役副社長、一関労基署工藤
正則労災・安衛課長、熊谷一関支部事務局長。
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　今年４月から施行された「改正パートタイム労働法」への対応
として、主なポイントは次の３点です。①パートタイム労働者か
らの相談に対応するための体制の整備、②雇い入れ・契約更新時
における「相談窓口」の明示、③雇い入れ・契約更新時における
雇用管理の改善措置の内容の説明。このなかで特に留意しなけれ
ばならない事項として、あらかじめ全てのパートタイム労働者に
周知することが必要な○○○への転換措置です。
　では、○○○に入る言葉は次のどれでしょうか？
　①　準社員

　②　正社員

　③　新社員

ヒント　本誌８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12月21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。
●11月号の正解　　①
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岩手の死亡災害（10月末）

製　造　業	 2 ( 2 )
鉱　　　業	 0 ( 0 )
建　設　業	 6 ( 8 )
運輸交通業	 2 ( 4 )
林　　　業	 2 ( 0 )
商　　　業	 1 ( 4 )
そ　の　他	 3 ( 5 )

累　　　計	 16 (23)
 （　）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 戸　澤　勝　弘

発　行　  平成27年12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
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編 集
後 記

　12月は師走、暦のうえでは最後の月でも
あります。今年の始めに立てた目標の進行
具合はどうでしたか？　12月15日から年賀
状の受付も始まります。ボーナス支給時期・
忘年会シーズン・クリスマス・大掃除・お
正月の準備、師走と聞いただけであわただ
しさを感じる月でもあります。
　師走の由来とは色々な説があるようです。
先生が走る、おっ師匠さんが走る、いやお
住職さんが走る、等々さまざまな云われが
あるようです。あまり深みに入らない内に
この辺でやめておきますが、年越しまであっ
という間です。
　岩手労働基準協会の「労働基準情報岩手」
も回を重ねて今月号で771号となります。小

生がこの情報誌を担当することになり６回
目となりました。読者の皆さんに愛される
よう努めてまいりましたが、これからも読
者の皆様のご意見をどしどしお寄せいただ
き、来年はさらに内容の充実に努めていき
たいと思います。どうかよろしくお願いい
たします。
　2015年未年（ひつじどし）、皆様には良い
歳でしたか？　この１年間、「労働基準情報
岩手」をご愛読いただき感謝申し上げます
とともに、会員各社並びに従業員の皆様の
ご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、そして
来る2016年申年（さるどし）がより良き年
となりますようご祈念申し上げます。

興田神社蘇民祭
 写真提供　一関市役所大東支所　

　正月厄除の行事として開催。上半身

裸の厄男たちが将軍木（かつのき）で

作った小間木（護符）のお守りの入っ

た麻袋を争奪する勇壮な祭り。夜明け

前から早朝まで地元興田神社や地域住

民の尽力により伝統を引き継ぎ開催さ

れています。

連 絡 先　大東支所産業経済課
電話番号　0191－72－4080
開 催 地　一関市大東町鳥海　興田神社～八日町
開催期間　１月上旬

川
柳
コ
�
ナ
�

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

余命表まあ安物にしておこう
　人間いつまで生きられるかは誰も分からない。いつかは

元が取れると言われても、余命と比較してみると不安が残

る。この際安物で我慢をしよう。  

 （川柳原生林９月号＜杜若＞阿部悦女作品より）　


