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快適な職場に響く合言葉
「健康・安全・ゼロ災害」

（中災防　平成29年　年間標語）
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◆公益財団法人　岩手労働基準協会
会 　 　 長	 九萬原　敏　已

副 	 会 	 長	 佐久間　啓　文

副 	 会 	 長	 宮　澤　啓　

副 	 会 	 長	 佐々木　一　嘉

専 務 理 事	 戸　澤　勝　弘

盛岡支部長	 佐久間　啓　文

宮古支部長	 星　山　峰　幸

釜石支部長	 青　山　隆　一

花巻支部長	 宮　澤　啓　

一関支部長	 佐々木　一　嘉

大船渡支部長	 日　高　幸史郎

二戸支部長	 大　沢　孫　蔵

　謹んで新春の御祝詞を申し上げます　　 　　　　平成29年　元旦

◆社団法人全国労働基準関係団体連合会岩手県支部
支 部 長	 九萬原　敏　已

事 務 局 長	 戸　澤　勝　弘

　岩手労働局（久古谷敏行局長）と岩手労働災害防止団体連絡協
議会（九萬原敏已会長）が主唱する「いわて年末年始無災害運動」
が12月１日から１月31日の62日間、『安全・安心・家族の笑顔　
願いはひとつ　年末年始も無災害』をスローガンに県内各地で展
開されています。
　12月１日、矢巾町流通センターの岩手県トラック協会前におい
て岩手労働局の久古谷敏行局長の出席のもと、岩手労働災害防
止団体連絡協議会関係者約30名が集まり、キックオフセレモニー
が行われました。久古谷局長から「岩手県内の労働災害は平成26
年まで５年連続で増加していましたが、27年には皆様方のご努力
もあり減少に転じたところであります。しかしながら本年は10月
末の速報値で死傷者数は若干増加しているところであり、もうひ
と踏ん張りというところであります。寒いこの季節になると凍結
路面での転倒や自動車のスリップ事故等の冬季特有の労働災害が

多く発生する季節がやってきています。前日からの天気予報の確

「いわて年末年始
  無災害運動」

12月１日～
  1月31日実施中

盛岡駅前広場の広告塔



労働基準情報いわてJan.　2017

■　№		784第三種郵便物承認平成29年１月１日発行労働基準情報岩手

3

認、余裕を持った作業スケジュールの設定、作業場所・通路等での
除雪・融雪の実施、滑りにくい靴の着用、滑りやすい個所の見える
化などについて、労働者の方々への通知、安全教育等を確実に行っ
ていただくようお願いいたします。」とのご挨拶をいただきました。
　その後、参加者全員で矢巾町流通センターの県道盛岡和賀線沿道
に矢巾町様、岩手県トラック協会様、岩手トラックターミナル様のご
協力をいただき、運動期間の62日間に合わせのぼり旗62本を用意し、
その１本１本に62日間の無災害への気持ちをこめて設置しました。
　岩手労働災害防止団体連絡協議会は12団体で構成されており、そ
れぞれの団体では県内各地域で11月から安全パトロールや研修会、
会議等を開催して無災害をめざして取り組みを行っています。
　この運動を通じて、労働災害防止に向けた活動が県内各企業に浸
透し、大きな成果があげられることを期待し、「誰もが安心して健
康に働くことができる社会の実現」に向けた活動が、さらに充実・
強化されることを祈念します。

◆岩手労働局
	 局 長	 久古谷　敏　行

	 総 務 部 長	 菊　池　宏　二

	 雇用環境・均等室長	 石　原　房　子

	 労働基準部長	 田　中　　　稔

	 総 務 課 長	 秋　葉　大　輔

	 労働保険徴収室長	 藤　本　行　男　　

	 監 督 課 長	 上　条　訓　之

	 健康安全課長	 小　田　昭　信

	 労災補償課長	 高　橋　清　道

	 賃 金 室 長	 中　田　光　浩

	

盛岡労働基準監督署長　　安　倍　　　賢

宮古労働基準監督署長　　平　松　正　俊

釜石労働基準監督署長　　八重樫　祐　一

花巻労働基準監督署長　　高　橋　友　行

一関労働基準監督署長　　村　井　雄　亮

大船渡労働基準監督署長　　熊　谷　　　久

二戸労働基準監督署長　　澤　田　秀　幸

　謹んで新春の御祝詞を申し上げます　　 　　　　平成29年　元旦

挨拶する久古谷岩手労働局長
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積雪・凍結に注意 !!

転倒災害＆交通労働災害を防止しよう！！転倒災害＆交通労働災害を防止しよう！！
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会場

日程
※両日とも同じ内容です。

　長時間労働の削減と休暇の取
得促進は、労働者の心身の健康確
保と能力の発揮、人材確保、企業
のイメージアップなどの観点か
ら、「儲ける」企業経営にとって
必要不可欠となってきています。
　本セミナーでは、仕事と育児・
介護・治療などの両立や健康経
営など経営の観点から見た「働き
方改革」の必要性、中小企業で実
際に効果のあった取組事例、会社
ぐるみで「働き方改革」に取り組
むための対話の手法など、「明日
から取り組める」実践的なノウハ
ウを提供します。



　美容院で古い雑誌を眺めていたら、小池東京都知
事の特集が載っていました。彼女が大学生だった時
に、「何か新しいことをしたいんだけど」と相談を
受け、「これからは中東だよ。アラブ語を学んだら」
とアドバイスをした途端にそれまで学んでいた大学
を辞め、カイロ大学に入学をしたというエピソード
から、彼女の決断力、行動力を紹介したものでした。
　こんなことも紹介されていました。それは初対面
の人に限らず、その日に会った人にその日のうちに
ハガキを出すということです。必要なことはメール
や電話で済ますことができる時代ですから、手紙を
書くという作業は簡単なようですが、ハガキであっ
ても形式があり、結構大変なことですよね。書き慣
れるとそうではないかもしれませんが、漢字は忘れ
ちゃっているし、字は上手じゃないし、億劫だなぁ
と思う方も多いのではないでしょうか。それをアラ
ビア語の通訳の時代から、何十年にもわたって行っ
ているのだそうです。当然、おひとりで何枚も何十
枚もハガキをもらっている人がいるだろうと思いま
す。毎回同じことを書いているとは思えないですね。
お礼や感謝や感想等々、心がこもった言葉が並んだ
ものだそうです。そんなハガキをもらって嫌な気分
になる人はいません。もしかしたら楽しみにしてい
る人もいるかもしれません。徐々に「そのうちに食
事でも」というようなことになり、それがびっくり
するほど大きな輪、大きな人脈になっており、それ
がいざという時にいきるんだと記事は書いてありま
した。
　
　読んでいて、これならマネできるかも！ これか
らやろうかなという気持になった方もいらっしゃる
のではないでしょうか。しかし、現実はどうでしょ
う。お世話になった人にはなるべく手紙を書こうと
思っていても、さて、なんて書こうかしらなんて思っ
ているうちに時を逸し、気になりながらずるずると
失礼をしてしまっているなんてことよくありますよ
ね。その上続けるということは大変なことです。

　今月のテーマは承認です。辞典を引くと「承認と
は、正当または事実であると認めること、よしとし
て認め許すこと、聞き入れること」、と書いてありま
す。当然、そういう意味合いで普段私たちは使って
いるわけですが、人材育成・開発の手法であるコー
チングではスキルとして「承認」はちょっと違います。

コーチングでは相手を認めるということで使います。
褒めることももちろん認めることですがそう、褒め
るだけではありません。相手の存在をも全て認める
こと、その存在すら認めるということを意味します。
　コーチングでは具体的にはどういうことが承認に
あたるのでしょうか。例えば、自分から相手に挨拶
をする、あるいは挨拶を返すというようなものです。
仕事を任せたり、なにかお世話になった時にお礼を
伝えるというのもそうでしょう。その時に目をきち
んと見て話すことだってそうですし、仕事で頑張っ
ていた時にねぎらったり、話を聴いてあげたり、そ
の成果を他の人に伝えたりすることもそうです。そ
のほか、誕生日を覚えていてくれているとか、約束
をした日時を守ることもそうですし、メールにすぐ
返事をするなんてこともそうだと思います。
　小池さんのハガキだって、目的は別なところにも
あるかもしれませんが、承認の行為であることとい
えるのではないでしょうか。
　こまめにハガキは出せませんが、日常の中で承認
の言動は意識するだけで行えますね。承認の言動を
続けることで、相手の気持ちも相手との関係性も変
化していくイメージが持てるのではないでしょうか。
　
　身近なところにも、お会いした後にすぐに必ずお
礼のメールをくれる方がいます。メールを頂いた時
は、「しまった！ 先を越された！ 次回は必ず先に
出すぞ！」と思うのですが、お会いするのは数ケ月
に一度。次の時までにはすっかり忘れ、また「しまっ
た！」と思いながら、当方は返信を繰り返えす有様
です。やはり、話の端々に人脈の広さを感じます。
　
　コーチングはコミュニケーションの技法の一つで
す。承認も同様ですが、一つ付け加えなければなら
ないのは口先だけでは相手に伝わらないということ
です。以前、「マズローの５段階の欲求」労働基準
情報岩手№780号（28年９月号掲載）のことを記しま
したが、自分自身が自分を承認できてこそ、誠実に
心からの承認を相手にできるのではないかと思うの 
です。 （つづく）

※ 「マズローの５段階の欲求」とは、人間の欲求をアメリ
カの心理学者マズローが「人間の欲求の五段階説」とし
て著わしています。
　 五段階の構成は下層から上層に向かって、「生理的欲求」
「安全の欲求」「社会的欲求」「承認の欲求」「自己実現の
欲求」ですが、低下層の欲求が満たされると次の高次の
階層の欲求を持つというものです。高次の階層に行こう
とする気持ちはモチベーションにつながっていきます。
ただ、人間は現状の段階にある欲求を満たせないと、そ
れより上の欲求を感じることはないということになり 
ます。

メンタルヘルスと
コミュニケーション
メンタルヘルスと
コミュニケーション

今松明子

⑩  －承認（acknowledgment アクノレッジメント）－
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エ 化学物質の取り扱いについて

Ｑ 最近、洗浄液や化学薬品に このようなマークが付いているのを見かける

ようになりました。これは何を表しているのでしょうか。

Ａ 平成24年に発生した印刷会社における胆管がんの事案などを踏まえて、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかとなっている640の化学物質等について、①取引業者に提供する際の
容器等へのラベル表示、②SDS（安全データシート）の交付、③化学物質のリスクアセスメントの実
施が義務付けられ、平成28年６月から施行されています。
　見かけるようになった表示は「ラベル絵表示」と言い使用している製品が、一定の危険性又は有
害性のある化学物質を含むものであるか、このラベル絵表示を見て一義的に把握することができま
す。ちなみに

　このラベル絵表示は、金属を腐食、重篤な皮膚の薬傷、目に重篤な損傷、失明の
危険有害性が認められている化学物質を表しています。

　このラベル絵表示は、飲み込
む、吸い込むまたは皮膚につく
と生命に危険有毒（急性毒性）
の危険有害性が認められている

化学物質を表しています。

　ラベル絵表示は全部で９種類あり、厚生労働
省では、このように表示されているラベル絵表
示を見つけたところから、安全対策を行う「ラ
ベルでアクション」を推進しています。
　なお、ラベルの内容が分からない場合や担当
者が化学に詳しくない場合など、化学物質管理
に関する無料相談窓口（050－5577－4862）を
開設していますので、お気軽にご相談願います。
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　新会員事業所のお知らせ� 11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 ㈱武田鉄工所 岩手町

盛　岡 地方独立行政法人　岩手県工業技術センター 盛岡市

花　巻 中　村　浩　顕 花巻市

一　関 ㈱ひがし台商事 一関市
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死　亡　災　害　速　報　（11月）

■花巻署　製造業（鋳物業）　男（40歳代）崩壊、倒壊

　金枠（3.0	m×3.8	m、重さ：５～７ｔ）を天井クレーンを使用して台車上に積み込む作業において、
金枠を４段（2.46m）積み上げたところで崩れ、当該金枠と脇に積んでいた小型の金枠との間に挟ま
れた。
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岩手労働局・ハローワーク

くわしくは岩手労働基準協会各支部へお問い合せ下さい。



講習会のおしらせ� 29年３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 H29.2/23(木)～24(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 10,800 1,944

H29.2/14(火)～16(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部 16,200 2,160

H29.2/14(火)～15(水)・17(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

H29.3/2(木)～3(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 10,800 1,944

乾燥設備作業主任者技能講習 H29.3/7(火)～8(水) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 10,800 1,512

玉掛け技能講習 H29.1/23(月)～25(水) 岩手労働基準協会花巻支部 20 花巻支部 22,680 1,645

H29.2/6(月)～8(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)

25,020

H29.2/6(月)～7(火)･9(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

H29.2/7(火)～9(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

H29.2/13(月)～15(水) 二戸広域観光物産センター 30 二戸支部

フォークリフト運転技能講習 H29.1/17(火)～20(金) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部 29,160 1,620

　　　　　(31時間コース)
H29.1/23(月)～26(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

H29.2/20(月)～23(木) 岩手労働基準協会花巻支部 20 花巻支部

H29.2/21(火)～24(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 H29.1/16(月)～18(水) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 29,160 1,645

H29.1/16(月)～17(火)･19(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)

27,000

H29.1/24(火)～26(木) 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 H29.1/12(木)～13(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 9,720 864

安全衛生推進者養成講習 H29.1/19(木)～20(金) アイ・ドーム 60 一関支部 8,640 1,296

H29.1/30(月)～31(火) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部

9,720 1,080
10,800
8,640 1,645
9,720
7,560 648
8,640
4,860 648
5,940

5,400 1,296
6,480
4,860 800
5,940

足場の組み立て等の業務特別教育　　 5,400 800
　　　　　（６時間） 6,480

11,880 864
12,960

11,880 1,512
12,960
6,480 1,645
7,560
4,860 1,030
6,480
4,860 864
5,940

そ
　
　
の
　
　
他

粉じん作業特別教育

50

一関支部20

48

酸素欠乏危険作業特別教育 気仙教育会館 40 大船渡支部

大船渡支部

本　部

岩手労働基準協会花巻支部

50

40気仙教育会館

H29.1/20(金)

30 一関支部

30 一関支部

花巻支部

盛岡支部

40 二戸支部

本　部

大船渡支部

60

岩手労働基準協会研修センター 20

技
　
　
　
　
能
　
　
　
　
講
　
　
　
　
習

花巻支部
特
　
別
　
教
　
育

H29.1/27(金)

花巻支部クレーン運転業務特別教育 H29.2/16(木)～17(金)

H29.1/23(月)・27(金)

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

H29.2/6(月)～7(火) 二戸職業訓練協会

12,960 1,620

アーク溶接等の業務特別教育

盛岡支部

岩手労働基準協会花巻支部 50

H29.2/14(火)

40

H29.1/25(水)

Ｈ29.1/20(金)

岩手労働基準協会研修センター

50

H29.1/18(水)

職長・安全衛生責任者 岩手労働基準協会研修センター

丸のこ等取扱作業従事者
安全衛生教育

H29.2/16(木) 気仙教育会館

H29.2/20(月)～21(火)

低圧電気取扱業務特別教育
　　　　（開閉器の操作）

職長教育

アイ・ドーム

フォークリフト運転業務従事者
安全衛生教育

H29.2/27(月)

H29.2/8(水) アイ・ドーム

化学物質のための
リスクアセスメントセミナー

足場の組み立て等の業務特別教育 H29.1/27(金) アイ・ドーム 30 一関支部

　　　　　(３時間)
H29.2/14(火) 気仙教育会館 40 大船渡支部

H29.2/15(水)～16(木) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

H29.2/13(月)～14(火) 岩手労働基準協会花巻支部

アイ・ドーム
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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
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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

14,040 1,512
16,200
5,940 756
7,020

会員 無料
非会員 1,000

会員 23,660
非会員 25,710

そ
　
　
の
　
　
他

労務担当者実務研修会 H29.2/2(木) 岩手労働基準協会研修センター 100

釜石職業訓練協会 30

大船渡支部

本　部

40

安全管理者選任時研修 H29.1/10(火)～11(水)

盛岡支部

釜石支部

100

3/2(木)～3(金) アイ・ドーム 36

危険予知普及講習 H29.2/7(火)

H29.3/9(木)

岩手労働基準協会研修センター

気仙教育会館

■　受講料・テキスト代は消費税８％込みです。

■　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。

※　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。

　　　　　　　　　　割引サービスがご利用できますので一関支部へお問合せください

危険予知活動リーダー研修会 一関支部

「化学物質のためのリスクアセスメントセミナー」を開催します
　平成28年６月１日に施行された改正労働安全衛生法では、「化学物質についてのリスクアセスメントの実施」が
義務付けられました。今回の法改正では、規模や業種にかかわらず、安全データシート（SDS）の交付義務のあ
る640物質を製造し、または取り扱うすべての事業者が対象とされています。
　当協会では、標記セミナーを開催しますので、管理者並びに安全衛生担当者、リスクアセスメント実施担当者を
はじめ多数の皆さまにご参加いただきますようご案内申し上げます。（詳細については、HPをご確認願います。）

１．日　　　時　　平成29年 2月27日（月）13：30～16：30（受付13：00より）
２．場　　　所　　「岩手労働基準協会研修センター２Ｆ」　盛岡市北飯岡１丁目10－25
３．対　象　者　　リスクアセスメント担当者（管理者等）
４．カリキュラム

時　　間 テーマ 講師等
13:30～13:35 オリエンテーション 事務局
13:35～16:30 主な内容　（１）化学物質とリスクアセスメント

　　　　　（２）ＳＤＳの内容
　　　　　（３）化学物質リスクアセスメントの進め方
　　　　　（４）コンロール・バンディング
　　　　　（５）その他

労働衛生コンサルタント

16:30～ 修了証交付 事務局

５．申込締切日　	２月13日（月）ただし定員50名になり次第締切らせていただきます。

問い合せ・申込先・メールアドレスは下欄をご覧ください



 

ク
イ
ズ
で
ゲ
ッ
ト

　『いわて年末年始無災害運動』が12月１日から１月31日までの
62日間県内各地で展開されています。この運動は岩手労働局と
岩手労働災害防止団体連絡協議会が主唱しています。さて、岩
手労働災害防止団体連絡協議会を構成する団体はいくつあるで

しょうか？

　①　11
　②　12
　③　13

ヒント　本誌２～３ページに関連記事があります。

●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29年１月20日（金）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。
●12月号の正解　　②
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岩手の死亡災害（10月末）

製　造　業	 3	 ( 2 )
鉱　　　業	 0	 ( 0 )
建　設　業	 7	 ( 6 )
運輸交通業	 1	 ( 2 )
林　　　業	 4	 ( 3 )
商　　　業	 1	 ( 1 )
そ　の　他	 1	 ( 3 )

累　　　計	 17	 (17)
	 （　）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29年１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

12

編 集
後 記

　新年あけましておめでとうございます。
　2017年酉年（とりどし）が始まりました。
一年の計は元旦にありと言われますが、自
分にとってこんな年にしたいとか、皆さん
は色々な思いを抱いたと思います。そして、
元朝参りに出かけて神頼みされたと思いま
す。今年こそ災害のない良き年であること
を願う次第でございます。12月８日の仙台
管区気象台による３ケ月予報の１月、東北
太平洋側では１月は平年に比べ晴れの日が

少なく、降水量は平年並みか多い確率とも
に40％となっていました。平年の降雪量を
みると、１月では盛岡85㎝、宮古33㎝、大
船渡19㎝となっていました。平年並みとな
りますと雪は去年よりは断然多いと思いま
す。雪かきで転倒しないようにお互い気を
つけましょう！　そして雪道の運転には時
間に充分余裕をもって出かけたいもので
す。交通労働災害防止にも心がけていきま
しょう。

まちなか雪まつり
写真提供：葛巻町商工会　

　葛巻町の冬の風物詩、企業や個人が趣向
を凝らした「雪だるま・雪像」が町の中心部
に200体以上出現し、商店街を彩ります。メ
イン会場では、雪像のライトアップや雪上宝
さがし（ゲームソフトをゲットできるかも）、
おでんや甘酒の振る舞いなどが行われます。

日　　時　平成29年１月29日（日曜日）	

開催時間　11：00～14：00	

場　　所　	葛巻小学校体育館駐車場・中央
公園広場

お問い合わせ　まちなか活性化協議会（葛巻町商工会内）
　　　　　TEL：0195－66－2658

川
柳
コ
�
ナ
�

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

逢う度に友に自分の老いを見る
　自分ではまだまだ若いと思ってはいるものの、同期の友に

たまに逢うと、結構老いてきていることが明らかになる。自

分も同じように歳を取っている。

	 （川柳原生林10月号＜杜若＞中里陽子作品より）　


