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正しい知識で
職場を安全・健康に！

（中災防 安全衛生教育促進運動）



中小企業主・　　　　
小規模事業者の皆さまへ サブロク協定をご存知です　　か？

時間外労働を行うには、サブロク（36）協定が必要です。

時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業員の代表の方（※）が 
36協定を締結し、その協定を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

●�労働基準法では、労働時間は原則、１日８時間・１週40時間以内とされています。
　これを「法定労働時間」と言います。
●「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働（残業）をさせる場合には、
　・�労働基準法第36条に基づく労使協定（36協定）の締結、
　・労働基準監督署への届出
　が必要です。
●�36協定においては、「時間外労働を行う業務の種類」や、「１か月や１年当たりの時間外労働の上限」
を決めなければなりません。

　下記の窓口では、長時間残業の見直しなど、働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者の
方に、具体的な方法のアドバイス等をしています。
例えば、

「労働時間等に関する現行の制度内容が分からない」
　⇒　現行制度の内容等を説明（❶）

「人材の確保など、事業運営の支障を抱えている」
　⇒　人材が定着しやすい職場環境づくりのアドバイスや助成措置を紹介（❷）
　⇒　事業運営や経営上の課題について相談・アドバイス（❸）

（※）具体的には、
　①	従業員の過半数で組織する労働組合（過半数組合）があ
る場合は、その労働組合、

　②	過半数組合がない場合は、従業員の過半数を代表する方

【参考】
◆�時間外労働の上限は、厚生労働大臣告示において、１か月
45時間、１年360時間等とされています。（これを「限度時間」
と言います。）
　＊�ただし、特別条項を締結すれば、年間６か月まで、限度時間を

超えて労働させることができます。

◆�ただし、労働時間を延長する場合には、その時間をできる
限り短くするよう努めなければなりません。

❶ 労働時間に関する現行制度の内容等についてのお問い合わせ先
▶�最寄りの都道府県労働局労働基準部監督課、労働基準監督署へお問い合わせ
ください。
　　http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
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サブロク協定をご存知です　　か？ 36協定を結ばないまま法定労働時間を超えた労働（残業）が行われる場合も
見受けられますが、これは法令上問題があります。
36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていただくようお願いします。

時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定届）の記載例

ご不明な点がございましたら、岩手労働局監督課または
最寄りの労働基準監督署までお気軽にご相談下さい。　

❷ 職場環境の改善に関する相談窓口（働き方・休み方改善コンサルタント）
　長時間労働をなくし、労働時間や休暇の改善に取り組む事業主を支援してい
ます。労務管理等の専門家による電話相談や、事業場を訪問し具体的な提案を
行うコンサルティングを無料で行っています。

▶�最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）までお問い合わせください。
　　http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

❸ 事業運営や経営上の課題に関する相談窓口（よろず支援拠点）
　　中小企業・小規模事業者の「働き方改革」に必要な、生産性の向上や人手
不足への対応などの経営課題については、『よろず支援拠点』まで御相談くだ
さい。
　『よろず支援拠点』は、全国47都道府県に設置されており、拠点ごとに、経営
改善、会計・財務やＩＴなど、様々な分野の専門家を複数配置し、ワンストッ
プで相談に応じます。また、問題に応じた適切な支援機関の御紹介もいたします。

▶�各拠点の連絡先はこちら。
　　http://www.smrj.go.jp/yorozu/087939.html
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産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立

場から指導や助言を行う医師のことです。

労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場では、産業医

の選任が義務となっています。また、

小規模事業場（労働者数50人未満の事業場）では、
産業医の要件を備えた医師等に労

働者の健康管理を行わせることが

努力義務となっています。
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　平成29年の岩手県の自殺者数は272人（速報値）となっており、前年より50人減少したものの、
人口10万人当たりの自殺死亡率は高い順から全国４位と、前年の２位から改善したものの、依然とし
て高い水準にあります。
　そのような状況から、岩手県では毎年３月を「岩手県自殺対策強化月間」と定め、一人でも多くの
自殺を防ぐため、自殺予防に取り組む社会づくりに向けて「みんなでつなごう　いのちとこころの絆」
をキャッチフレーズに関係機関・団体とともに啓発事業等を集中的に実施することとしています。
　岩手労働局は、岩手県が主催する岩手県自殺対策推進協議会の構成員となっています。
　職場におけるパワハラや過重労働などを原因として労働者が自殺する事案が発生している現状にあ
ることから、事業主の皆様には、労働者の相談窓口の設置や、ストレスチェックの徹底によるメンタ
ルヘルス不調の予防のための実施体制整備や、メンタルヘルス不調者発生後の適切な対応等に努めて
いただくようお願いいたします。
　なお、メンタルヘルス対策のお悩みについては、岩手産業保健総合支援センターにおいて、メンタ
ルヘルス対策促進員や産業保健相談員等が事業場に直接訪問するなどの事業やメンタルヘルス研修会
などを行っていますので、お気軽にご活用くださるようお願いいたします。

３月は岩手県自殺対策強化月間です。

岩手産業保健総合支援センター　☎019－621－5366
ホームページアドレス　http://www.iwates.johas.go.jp/
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　次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法及び
若者雇用促進法では、一定の基準を満たし、子育て
支援、女性の活躍推進又は若者の採用・育成支援に
関する状況等が優良な企業について厚生労働大臣の

認定を受けることができます。
　岩手労働局内で新たに以下の４社が認定を受けま
した。

プラチナくるみん認定企業

　株式会社プラザ企画（奥州市）　

認定基準の主な達成状況
・ 男性の育短勤務・子の看護休暇・家族休暇等の
取得者あり
・ 女性の育休取得率・復職率100％

えるぼし認定企業

　岩手江刺農業協同組合（奥州市）
　 （認定3段階目）

　

認定基準の主な達成状況

・ 課長相当職以上に占める女性割合23.3％
　（産業平均値：4.9％）

ユースエール認定企業

　朝田建設株式会社（平泉町）　

認定基準の主な達成状況
・ 所定外労働時間（月平均）：15.5時間
・ 有給休暇取得日数（年平均）：13.2日　

ユースエール認定企業

　社会福祉法人楽水会（釜石市）　

認定基準の主な達成状況
・ 所定外労働時間（月平均）：0.9時間
・ 有給休暇取得日数（年平均）：14.0日　

男性の育児短時間勤務等の取得者あり！
妊娠・育児に関する相談窓口の設置と併
せ、育休復帰支援のプログラムにより安
心して働ける環境を整備しています！

ここ３～４年で女性管理職の登用を推
進。また残業削減に取り組み、管理職を
含めて退社時間も早まり家庭生活との両
立の推進！

有給休暇の取得促進、メンター制度
等により職場定着に取り組み、若者
が活躍する活気あふれる職場づくり
を行っています！

充実した社員研修制度、メンター制
度等の取り組みにより、働きやすい
職場環境のもと多くの若者が活躍し
ています！

－プラチナくるみんは県内２社目・えるぼしは
　東北JA初・ユースエールは平泉町・釜石市で初－

子育て支援（プラチナくるみん）、
女性活躍（えるぼし）、若者育成
（ユースエール）の推進企業認定！

【問い合わせ】岩手労働局　認定部
　　　　　 （認定制度を推進するプロジェクトチームです）
■「プラチナくるみん・くるみん」「えるぼし」は

　雇用環境・均等室

　　　　電話０１９－６０４－３０１０
■「ユースエール」は職業安定部職業安定課

　　　　電話０１９－６０４－３００４

認定通知書交付式の様子
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エ 労働条件通知の明示について

Ｑ 当社では、新たに労働者を雇入れることになり、既に採用の内定を本人に通知しています。トラブルにならないよう、労働条件を書面で交付することにしていますが、書面に記載する
内容や、いつ書面を交付したら良いかなど、どのようなことに注意したらよいでしょうか。

Ａ  労働基準法第15条では、労働者を新たに雇用する、即ち、労働者と労働契約を締結する際には、 
 必ず明示しなければならない事項として、①労働契約の期間（期間の定めがある場合には、
契約更新の有無及び更新する際の判断基準）、②就業の場所・従事すべき業務の内容、③労働時間
に関する事項（始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇）、④賃金の決定・計算方法・支払に関す
る事項、⑤退職に関する事項を定めていますので、この項目を満たしていないと労働基準法違反に
なります。
　また、労働基準法以外でも、

パートタイム労働法
①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④雇用管理の改善等に関する事項に係
る相談窓口について
労働契約法（有期契約者の無期転換ルール）
①無期転換申込権が発生時期、②高度専門職等の場合は無期転換申込権が発生しない期間

等、法律で書面明示を義務づけている項目もありますので、ご注意ください。

　書面は、労働契約の締結時に交付する必要があります。一般的には労働契約の締結日を雇入れの
日とし、就労初日に書面を交付していますが、原則的にはこれで問題はありません。
　以上についてご留意いただき、交付する書面の内容の確認と、適切な時期での交付をお願いしま
す。
　詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
※モデル労働条件通知書　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
※労働契約法の無期転換ルール　　http://muki.mhlw.go.jp/

　なお、労働条件の明示については、以下の事項もご留意ください。
（1）改正職業安定法
　改正職業安定法（平成30年１月１日施行）においては、ハローワーク等への求人申し込みをする
際やホームページ等で労働者の募集を行う場合において、労働契約の締結までの間における労働条
件の明示及び、当初明示していた労働条件が変更される場合は変更内容についても明示する必要も
あります。
　詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
　※改正職業安定法　　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

（2） 「採用内定」について
　新規学卒者などのように、採用決定から雇入れまでに相当の期間があるため、「採用内定」をし
た場合、採用内定通知を行い、その後入社誓約書を徴するなどしたことにより、雇入れの日前であっ
ても労働契約が成立していると判断される場合があります。この場合、
① 　採用内定により労働契約が成立している場合には、採用内定に際して労働条件を明示しなけ
ればならないこと
② 　採用内定の際に、具体的な就業の場所や従事すべき業務等を特定できない場合には、就労の
開始時の就業の場所や従事すべき業務等として想定される内容を包括的に示すこと
となっていますので、ご留意ください。
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　こんな経験をしました。ある企業の駐車場で両側
に空いているところを探しながら、ゆっくり走って
いたら、入口から数ｍのところに１台分空いていま
した。しかし、ちょっと狭くてバックでそこに入れ
るには私の力では大変そう。そこでもう少し進んだ
ら入れやすいところがあるかなと前進していったの

ですが、空いている所はなく、結局先ほどのところ
しかないようでした。そこで、仕方なくウインドウ
を開けてそろりそろりとバックをしていたのです。
その時に大声で若い方が、『知ってました？』『はぁ？』

『ここは一方通行なんです。』と。そういえば一方通行
の矢印をみたような。慌てて、『そうですか。すみま

せん。気が付きませんでした。』と答え、もう一度車
を前進させ、ぐるっと回って最初の空いている所に
やっといれたのです。
　私が驚いたのは言葉です。「何やってるんです
か！」「ここは一方通行ですよ！」
というような注意でも怒りでも情けないヤツという

ような見下げられたような感じもなく、押し付けが
ましくなく 私の非を責めているようにも聞こえず

『知ってました？』の一言です。完敗と言う感じです。
素晴らしいなぁと思いました。
　このように言葉は言い方一つでとても雰囲気が違

います。こんな言い方ができたらいいなぁです。改
めてものは言いようだと思いました。要は相手の心
にどう響くかと言うことだろうと思います。
　例えばです。郵便局や銀行などちょっとお使いに
出ていた人が自社に帰った途端に上司から、「こんな
時間まで一体何をしていたんだ！」と言われたらど
うでしょう。サボっていたのではないかというよう
なニュアンスが含まれている感じがします。つまり
非難されているというように受取ってしまうかもし

れません。混んでいて時間がかかったという事実を
言っても上司には言い訳をしているように受け取れ

てしまうことだってあります。売り言葉に買い言葉

につながらないまでも、互いに気分はいいわけはあ
りません。「銀行で長く待たされたんだね、気が気
じゃなかったでしょ。」と言われたら、ちょっと心に
届きませんか。
　同様に例えばですがこちらは実例です。会議で上
司とは異なる自分の意見を言ったら、「君は本当に
人の話を聞けないんだ！」と会議終了直後、頭ごな
しに上司から言われてしまったということでした。
腐ってしまうというよりも上司へ嫌悪感を抱いた

と、不満を大声で口にしている人がいました。上司
は部下が自分の意見に真っ向から反対したことに腹

が立ったのか、的外な意見に対し腹が立ったのか、
どういう意図で言ったかはわかりませんが、この言
葉には非難だけでなく、評価をした（された）よう
なニュアンスも含まれている感じを受けます。もち
ろん、言い方だけでなく、会議終了後というという
ことも気になるところです。部下の意見や言い方に
もしかしたら問題があったかもしれませんが、論外
ですね。上司は自分のその時の感情をまともに部下
にぶつけていますね。最悪です。ちょっと情けない
感じもします。どんな言葉を選ぶかで相手の気持だ
けでなく、本人の気持ちはすっかり変わっていくは
ずです。
　

　相手に自分の気持を伝えるには一般的にはＩメッ

セージが有効です。Ｉメッセージとは相手を非難するこ

となく、自分の思いを伝える方法です。Ｉメッセージ

の反対語はyouメッセージということになりますが、
あなたが主語になっている言い方です。上記の例の
「（あなたは）こんな時間まで一体何をしていたん
だ！」はまさにyouメッセージで非難されているよ

うな感じを受けています。youメッセージは非難だ

けでなく、評価されたとか、説教されたとかという
ように感じることもあります。その結果、自尊心が
傷つくこともあるかもしれませんし、たとえの通り、
反発心が出てくることだってあるかもしれません。
　

　私たちは日常的に意外に多くｙｏｕメッセージを使って

いるかもしれません。それは気づかないうちに相手を

責める言い方になってしまっているということになるかも

しれないのです。ちょっと意識してＩメッセージを使って

みてください。

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

㉔  ～ものはいいよう：心にひびく言い方～
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　新会員事業所のお知らせ� １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

一　関 株オヤマファーム 一関市

支部名 事　業　所　名 所在地

一　関 ㈲清水果物店 一関市

12月末会員数 5,076 １月加入 2 １月退会 7 １月末会員数 5,071

　労働安全衛生法により石綿等を取り扱う作業においては、石綿作業主任者の選任が必要
となっております。
　当協会では資格取得のための「石綿作業主任者技能講習」を、４月24日㈫、25日㈬に当
協会研修センター（盛岡市）で開催いたします。
　石綿が含有している建材が使用されている建物の解体作業等では、必要となります。
　なお、この講習は、年１回のみの開催となります。
　詳細につきましては、当協会本部又はホームページにお願いいたします。

　●石綿作業主任者技能講習のご案内　

　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４月26日㈭・27日㈮の二日間、当協会研修センター（盛岡市）
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、当協会本部又はホームページにお願いいたします。

　●安全管理者選任時研修のご案内　

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

　平成30年１月29日、大船渡労働基準監督署
において熊谷久署長より表彰状を伝達されまし
た。

　この表彰は、労働基準行政に係る各施策の推
進に貢献し、特に顕著な功績に対して岩手労働
局長が表彰するものです。

大船渡署長と記念写真
感謝状を
授与

公益財団法人岩手労働基準協会　
大船渡支部　前事務局長

佐々木　二朗氏

岩手労働局労働基準行政関係功労者表彰を受賞
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講習会のおしらせ� 30年５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 4/18(水)～19(木) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 10,800 1,944

5/15(火)～17(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部 16,200 2,160

5/15(火)～16(水)・18(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 5/10(木)～11(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 10,800 1,944

石綿作業主任者技能講習 4/24(火)～25(水) 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 4/5(木)～7(土) アイ・ドーム他 30 一関支部 22,680 1,645

4/5(木)～6(金)・8(日) アイ・ドーム他 30 一関支部
(一部免除者)

20,520

4/9(月)～11(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

4/10（火）～12（木） 気仙教育会館他 30 大船渡支部

4/10(火)～11(水)・13(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

5/8(火)～10(木) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

5/8(火)～9(水)・11(金) 釜石職業訓練協会他 20 釜石支部

5/21(月)～23(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

5/29(火)～31(木) 大船渡商工会議所他 30 大船渡支部

5/29(火)～30(水)・6/1(金) 大船渡商工会議所他 20 大船渡支部

フォークリフト運転技能講習 4/9(月)～12(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 29,160 1,620

　　　　　(31時間コース)
4/10(火)～13(金) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

4/16(月)～19(木) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

5/8(火)～11(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

5/14(月)～17(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

5/14(月)～17(木) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

5/18(金)～20(日)・26(土) アイ・ドーム他 40 一関支部

5/22(火)～25(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

小型移動式クレーン運転技能講習 4/9(月)～11(水) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部 29,160 1,645

4/9(月)～10(火)・12(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部
(一部免除者)

27,000

4/23(月)～25(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

5/10(木)～12(土) アイ・ドーム他 30 一関支部

5/10(木)～11(金)・13(日) アイ・ドーム他 30 一関支部

5/15(火)～17(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

5/15(火)～16(水)・18(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

5/16(水)～18(金) 久慈市文化会館 30 二戸支部

高所作業車運転技能講習 4/23(月)～24(火) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 34,560 1,850

4/23(月)・25(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)

31,320

ガス溶接技能講習 5/8(火)～9(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 9,720 864

5,400 800
6,480
8,460 1,645
9,720

9,720 1,080
10,800

7,560 1,944
8,640

4/20(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

クレーン運転業務特別教育

産業用ロボット特別教育(教示等)

特
　
別
　
教
　
育

4/3(火)～4(水) 盛岡支部

50

気仙教育会館 40

花巻支部

大船渡支部4/17(火)

5/8(火)～9(水) 岩手労働基準協会花巻支部

岩手労働基準協会研修センター

技
　
　
　
　
能
　
　
　
　
講
　
　
　
　
習

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

足場の組立て等の特別教育(６時間)

40アーク溶接等の業務特別教育

5/8(火)～9(水) 岩手労働基準協会宮古支部他 40 宮古支部
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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
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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

13,284 1,645
14,364

7,560 702
8,640
4,860 648
5,940
11,880 864
12,960

11,880 1,512
12,960

5,724 1,230
6,804
7,560 2,700
8,640

4,860 864
5,940
14,040 1,512
16,200
5,940 864
7,020

11,340 4,536
13,500

5/28(月)～29(火) 岩手労働基準協会花巻支部 20 花巻支部

低圧電気取扱業務特別教育
　　　　(開閉器の操作) 4/24(火) アイ・ドーム 20 一関支部

小型車車両系建設機械運転業務
特別教育 5/21(月)～22(火) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

盛岡支部

50

特
　
別
　
教
　
育

盛岡支部

4/24(火)～25(水) 釜石職業訓練協会 30

4/17(火) アイ・ドーム 30 一関支部

5/29(火)～30(水)

一関支部

釜石職業訓練協会 30 釜石支部

60

釜石支部

岩手労働基準協会研修センター 100

一関支部

盛岡支部

40

岩手労働基準協会宮古支部

気仙教育会館

5/16(水)～17(木) アイ・ドーム 40

5/1(火)～2(水) 岩手労働基準協会研修センター 50

50 一関支部

5/29(火)

4/10(火)～11(水)

宮古支部

40 大船渡支部4/27(金)

■　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。

■　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。

50職長・安全衛生責任者

振動工具取扱い作業従事者教育

本　部

20

4/13(金)

安全管理者選任時研修

本　部

粉じん作業特別教育

盛岡支部

40 宮古支部

職長教育

4/5(木)～6(金)

5/18(金) 岩手労働基準協会宮古支部

岩手労働基準協会研修センター

アイ・ドーム

5/24(木) アイ・ドーム

新入者安全衛生教育 4/16(月) 岩手労働基準協会研修センター

4/26(木)～27(金)

化学物質のための
リスクアセスメントセミナー

岩手労働基準協会研修センター

■　受講料・テキスト代は消費税８％込みです。

本　部第二種衛生管理者試験準備講習 5/29(火)～31(木) 岩手労働基準協会研修センター 100

そ
　
　
の
　
　
他

5/28(月) 岩手労働基準協会研修センター 30

刈払機作業従事者安全衛生教育

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

●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30年３月20日（火）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。
●２月号の正解　　③

　時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業員の代表の
方が36協定を締結し、その協定を最寄りの労働基準監督署に届
けることが必要です。労働基準法では、労働時間は原則、１日
８時間・１週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」
と言います。「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働を
させる場合には、労働基準法第○条に基づく労使協定（36協定）
の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
　では○にあてはまるのは、次の①～③のどれになりますか？
　①　18
　②　28
　③　36

ヒント　本誌2～3ページの記事を参考に回答してください。
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東日本大震災７年

「祈りの灯火2018 ～あなたに届けたい～」
写真提供：実行委員会事務局

　東日本大震災で亡くなられた方々を追悼
するとともに，復興へ向けた願いを込めて、
市民や全国の方々が製作した約１万個の灯
籠に火を灯します。同会場ではステージ演
奏や復興支援屋台・マーケットも開催。ど
なたでもご参加いただけます。

開 催 日　平成30年３月11日（日曜日）	
開催時間　13時00分から19時00分まで
開催場所　	盛岡城跡公園（もりおか歴史文

化館前広場）他	
主　　催　盛岡広域首長懇談会
共　　催　	もりおか復興支援ネットワーク、

盛岡市ボランティア連絡協議会
問い合わせ　	祈りの灯火実行委員会事務局　
　　　　　070-6574-3493

詳しくは「祈りの灯火2018」ホームペー
ジをご覧ください。

岩手の死亡災害（１月末）

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

累　　　計	 0	 ( 1 )
	 （　）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30年３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

川
柳
コ
�
ナ
�

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

証明書などは無くとも顔はある
　何かにつけて、本人確認のために証明書の提示を求められる。	

証明書を忘れたり、失くしてしまうと相手は認めてくれない。	

立派な顔で代用できないのか？

	 （岩手日報文芸＜川柳＞中島久光作品より）　

※ご当地紹介コーナーへの皆様からのご紹介の情報もお待ちしております。

新コーナー ご当地紹介コーナー ３月・弥生

　今は昔の話ですが、尊敬する先輩から朝礼時
等で何度も聞いたお話です。その話を聞くたび
に感銘を受け、自分もそうあるべきと考えて行
動してきたつもりです。気づくといい歳になっ
ていました。さて、その先輩の話の内容になり
ますが、ほとんどの皆さんは知っていると思い
ます。アメリカの作詩家サミュエル・ウルマン
の「青春」（Youth）の詩です。その一節を紹介
しましょう。
－青春とは人生のある期間を言うのではなく心
の様相を言うのだ。優れた創造力、逞（たくま）
しき意思、燃ゆる情熱、怯懦（きょうだ）を却
（しりぞ）ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心、
こう言う様相を青春と言うのだ。年を重ねただ
けで人は老いない。理想を失う時に初めて老い
がくる。歳月は皮膚のしわを増すが情熱を失う

時に精神はしぼむ。・・・・・人は信念と共に若
く　疑惑と共に老ゆる　人は自信とともに若く
　恐怖と共に老ゆる　希望ある限り若く　失望
と共に老い朽ちる　・・・・・
　この詩は「リーダーズダイジェスト」が1945
年に“HOW TO STAY YOUNG”のタイトルで掲
載しました。1945年９月27日に昭和天皇が、日
比谷の占領軍司令部にマッカーサー元帥を訪問
し、天皇が始めて民間人と並んでツーショット
写真を取られた部屋の壁に掛けられていた詩が、
この青春の詩（英文）でした。そして1955年、
ダグラス・マッカーサー元帥がロサンゼルスで
講演した際、この「青春」を引用してスピーチ
をしました。等々様々なエピソードがあります。
熟年層や老人だとか言われる昨今ですが、心は
常に青春でいたいものですね！


