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詳しくは岩手労働局にお問い合わせください。
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労使一体となって計画的に
年次有給休暇を取得しよう
●�労働基準法が改正され、年５日間の年次有給休暇を確実に取得させることが
必要となります。年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

　「年次有給休暇の計画的付与制度」（以下「計画的付与制度」という。）とは、
年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協
定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
　労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給
休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休
暇を確実に取得させることが必要となりました。なお、下記の時間単位の
年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な５日間から差し引
くことはできません。
　計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとと
もに、労働基準法を遵守する観点からも重要となります。
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❶�申込用紙を入手
　�申込用紙は以下のいずれかの方法で入手できます。
　　▶�お近くの労働局・労働基準監督署の窓口
　　▶�厚生労働省ホームページからダウンロード

❷�金融機関の窓口へ提出
　�下の締切日に注意して、申込用紙を提出してください。
　	※	一部の金融機関ではお取り扱いできません。対象の金融機関については厚生労働省ホームページ（上記）でご確認ください。

事業主・労働保険事務組合の皆さまへ

労働保険料は口座振替が便利です！
労働保険料および一般拠出金の納付には、口座振替が利用できます。

❶�保険料納付のために、毎回
金融機関の窓口へ行く手間
や待ち時間が解消されます。

❷�納付の�“忘れ”�や�“遅れ”�が
なくなるため、延滞金を課
される心配がありません。

　※	口座振替の手続を一度行えば、
次の納期以降も継続して引き落
としが行われます。

❸�手数料はかかりません。

❹�保険料の引き落としに最大
約２カ月ゆとりができます。

「
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
」
の
メ
リ
ッ
ト

保険料を延納（分割納付）している場合には、第１期、第２期、
第３期での分割で口座振替の引き落としが行われます。

※	労働保険事務組合については、第２期、第３期の納期限がそれぞれ11月14日、

２月14日であり、口座振替による納付日と同日となります。

※申込締切日を過ぎて提出された場合は、次の期からの振替となります。
※該当日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。

口座振替に関する詳しい内容やご不明な点は、岩手労働局または労働基準監督署までお問い合わせください。

検索 厚生労働省 労働保険 口座振替 

かんたんな手続きで完了
口座振替の申込手続きは以下の通りです。

＜各期の申込締切日・口座振替日＞

引き落とし前後には、
ハガキでお知らせします

◎ 毎回、引き落とし日（口座振替納付日）の約３週間前に引き落とし
内容をハガキでお知らせします。

◎�引き落とし後も、約３週間で引き落とし結果をハガキでお知らせし
ます。振替日に保険料の引き落としができなかった場合も、ご連絡
させていただきます。

ぜひ、労働保険料の口座振替をご活用ください！
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◆平成31年４月１日から平成32年３月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

・失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き3/1,000です。（農林水産・清
酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。）

・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）も、引き続き3/1,000です。（建設の事業は4/1,000
です。）

 平成 年４月１日から平成 年３月 日までの雇用保険料率は以下の
とおりです。

• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き
です。（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は
です。）

• 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）も、引き続き
です。（建設の事業は です。 ）

平成 年度の雇用保険料率

負担者 ①
労働者負担
（失業等給付の
保険料率のみ）

② ①＋②
雇用保険料率事業主負担 失業等給付の

保険料率
雇用保険

二事業の保険料率

一般の事業 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000

（ 年度） 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000

農林水産・
清酒製造の事業 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000

（ 年度） 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000

建設の事業 4/1,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000

（ 年度） 4/１,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000

（枠内の下段は平成 年度の雇用保険料率）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

（事業主の方へ）

事業の種類

平成平成 年度の雇用保険料率について
～平成 年度から変更ありません～

※

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する
事業については一般の事業の率が適用されます。

LL310304保01

平成31年度の雇用保険料率について
　～平成30年度から変更ありません～

平成31年度の雇用保険料率について
　～平成30年度から変更ありません～

岩手労働局・ハローワーク

安全帯が「墜落制止用器具」に変わり、　　　　　
　　　　　　　　��構造規格が改正されました！
～ 安全･安心な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします ～

　旧構造規格に基づく安全帯（胴ベルト型・フルハーネス型）を使用できるのは2022（平成34）
年１月１日までとなります。詳しくは、岩手労働局健康安全課又は労働基準監督署へお問い合わ
せください。
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エ 腰痛は、労災保険で補償されますか

Ｑ 当社では定年延長を行いましたが、荷の取り扱いを行うことがあるので、ぎっくり腰等腰
痛の発症を心配しています。仕事中に腰痛になった場合、労災保険で補償されますか。

Ａ  腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために、「業務上腰痛の認定基準」 
　　　　（以下「認定基準」といいます）が定められています。
　認定基準では、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の２種類に区分して、
それぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。
　「認定基準」の概要は、以下のとおりです。

【災害性の原因による腰痛】
　負傷などによる腰痛で、次の①と②の要件をどちらも満たすもの。
① 　腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと
明らかに認められること。
② 　腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認め
られること。

【災害性の原因によらない腰痛】
　突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働
者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもので、次
の①と②に区分して判断されます。
　①　筋肉等の疲労を原因とした腰痛
　　 　次のような業務に比較的短期間（約３か月以上）従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症

した腰痛。
　　　・約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務
　　　・毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務
　　　・長時間立ち上がることができず、同一姿勢を維持して行う業務
　　　・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務
　②　骨の変化を原因とした腰痛
　　 　次のような重量物を取り扱う業務に相当長期間（約10年以上）にわたり継続して従事したことによる
骨の変化を原因として発症した腰痛。

　　　・約30㎏以上の重量物を、労働時間の３分の１程度以上に及んで取り扱う業務
　　　・約20㎏以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務
　　 　なお、骨の変化を原因とした腰痛が労災補償の対象と認められるには、その変化が「通常の加齢によ
る骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限られます。

　ご質問の「ぎっくり腰」（病名が「急性腰痛症」など）は、日常的な動作の中で生じるので、たと
え仕事中に発症したとしても労災補償の対象とは認められませんが、発症時の動作や姿勢の異常性
などから、腰への強い力の作用があったことが明らかな場合には、業務上と認められることがあり
ます。
　なお、労災補償の対象となる腰痛は、医師から療養の必要があると診断されたものに限ります。
　また、椎間板ヘルニアなどの既往症または基礎疾患がある労働者が、仕事によりその疾病が再発
したり、重症化したりした場合は、その前の状態に回復させるための治療に限り労災補償の対象と
なります。

　詳しくは、岩手労働局労災補償課（℡019 -604 -3009）または最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。
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　今年も４月がやってきました。春は出会いと別れ
の季節とも言われます。今まで一緒に学んできた人
たちと別れ、新社会人としてのスタートを切った方
や同じ職場で一緒に働いてきた人たちとも離れ、新
しい環境のもと新しい職場で仕事を始めるみなさん

もいらっしゃると思います。多くの社会人にとって、
やはり区切りの時であると言えるのではないでしょ

うか。新入社員は生活が激変し戸惑いもあるかもし
れませんし、職場異動した方も新しい仕事、新しい
人間関係とやはり環境の変化があると思います。
　自分を取り巻く環境が変わると自分が思っている

以上に精神的な疲労が蓄積してしまう可能性もあり

ます。
　以前、自らの希望で１年間、被災者支援で沿岸に
行った方のお話です。こんなことがありました。
　「張り切って派遣先に行きました。するべきことが山

積しており頑張って仕事をしていたのですが、2-3ケ

月のうちに数㎏体重が増えてしまいました。最初のう

ちは食べ物がおいしく、ついつい食べてしまったんで

す。だから体重が増えてしまったわけですが、、、わかっ

ていたのですが、仕事量が多かったせいもあり、慣れ

るまで運動する時間もとれなかったのです。みんなパッ

ツンパッツンになってしまって、結局買わなければ着

るものがなくなったんですよ。金がかかってしょうが

なかったです。ハハッハ！」と明るく笑っていました。
　忙しく、慣れるまで運動もできないと言う言葉は、
最もと言う思いで聞いていました。もともとやせ気
味の方でしたから、お会いした時にちょっとふっく
らし健康そうに見えたのです。でも、話を聞いてい
くうちにストレスで過食気味になっているのではな

いかと思い始めました。ご本人はそのことにあまり
意識はなかったのですが、環境が一変し、なんとな
く不安感はつきまとっていたと言っていました。こ
れは決していいことと言い切れませんが、食べてい
る時には不安が消えるので、“食べる”と言う身近な
ストレスコーピングするということはよくあること

です。この方もそうしていたということになりそう

です。
　このように自分で自覚がなくても知らず知らずの

間にストレスがたまっていくということは決してめ

ずらしいことではありません。新しい職場や仕事、
新しい人間関係などで、ずっと張りつめていた糸が
５月の連休に一挙に緩んでしまい、緊張していたこ
とや我慢していたことが、一気に負担となり、心身
に症状としてでてきてしまうことがあります。それ
が五
ごがつびょう

月病や六月病というところにつながってしまう

かもです。特別な人だけがなるわけではありません
が、特に自分は責任感が強いゾ、几

きちょうめん

帳面だゾ！と思っ

ている人は五
ごがつびょう

月病や六月病になりやすいかもしれま

せん。気をつけていかなければなりません。 

　どんなことに気をつければいいでしょうか。 最

初に注意したいのは頑張りすぎないように張り切り

すぎないようにすることです。どうしても肩に力が

入りがちになりがちです。同時に自分が置かれてい

る状況、自分を取り巻く状況に変化があったときは

思いのほか、ストレスがかかっているのだというこ

とを自覚することが重要なことです。例えば、配属
された時にどう思ったか、担当する仕事に対して、
同僚に対して、どう感じたか、その気持や、ある
場面で自分ならこうしたのになぁと考えたことや、
ちょっと変じゃないか等、疑問に感じたことなども
含め、家族や友人に話したり、聞いてもらうという
ことはとてもいいことです。吐き出しただけでも効
果がありますし、わかってもらえたゾという感じは
大きなストレスコーピングになります。
　今年は５月の公休は長くなりますね。既にいろい
ろ楽しい計画を立てている方もいらっしゃると思い

ます。もちろん、業種によってはなかなか休めない
ところもあるかもしれませんが、長い休みが続くと、
どうせ休みだから遅くまで起きていてもとか、遅く
まで寝ていてもと生活のリズムが簡単に崩れがちで

す。まだ計画がない方はそうならないように仕事を
忘れリラックスできるよう、そして休み明けの仕事
の英気を養う気持ちで有意義に過ごすために工夫を

お願いします。

（※「ストレスコーピング」とは？　仕事や人間関係など

様々な場面でストレスを感じたとき、上手にストレスに対

処する方法です。過剰なストレスを溜め込むと、心の病へ

陥ってしまう可能性があります。心身の健康を維持するた

めにも、「ストレスコーピング」を正しく見につけ、日々

の生活で活用してみましょう。）

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

○37  ～あれれ？ストレスだったの ? ～
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　会員事業所のお知らせ 

　第一種・第二種衛生管理者の出張試験が、８月17日㈯に盛岡駅西通「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。

●衛生管理者試験準備講習会のお知らせ

　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４月25日㈭・26日㈮の２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

　2016年６月１月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。2016年の法改正では、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。

　また、2018年７月１日労働安全衛生法施行令などが改正され、ラベル表示・SDS交

付・リスクアセスメントの対象が672物質に増えました。

　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）

記

１．日　時　　2019年４月15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

●「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

１月末会員数 5,049 ２月加入 0 ２月退会 3 ２月末会員数 5,046 

◆第１種衛生管理者免許試験準備講習会
　日　　時　	６月13日㈭、14日㈮、17日㈪、	

18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	15,120円　　非会員	17,280円

　テキスト　上　2,160円、下　2,160円、	

　　　　　　問題集　2,376円

◆第２種衛生管理者免許試験準備講習会
　日　　時　５月29日㈬～31日㈮の３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	11,880円　　非会員	14,040円

　テキスト　上　1,728円、下　1,080円、	

　　　　　　問題集　1,728円
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講習会のおしらせ 2019年６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 6/6(木)～7(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 11,340 1,944

5/13(月)～15(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部 16,740 2,160

5/13(月)～14(火)・16(木) 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

5/9(木)～10(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 11,340 1,944

石綿作業主任者技能講習 4/23(火)～24(水) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 10,260 1,944

玉掛け技能講習 5/7(火)～9(木) サンパルク２F会議室他 20 釜石支部 23,760 1,620

5/7(火)～8(水)・10(金) サンパルク２F会議室他 20 釜石支部
(一部免除者)

21,600

5/13(月)～15(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

5/15(水)～17(金) 久慈市文化会館 30 二戸支部

5/28(火)～30(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

5/28(火)～29(水)・31(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

6/3(月)～5(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

6/3(月)～5(水) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

6/3(月)～4(火)・6(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

6/13(木)～15(土) アイ・ドーム他 30 一関支部

6/13(木)～14(金)・16(日) アイ・ドーム他 30 一関支部

6/24(月)～26(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

フォークリフト運転技能講習 4/16(火)～19(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 30,240 1,620

　　　　　(31時間コース) 4/16(火)～19(金) サンパルク２F会議室他 30 釜石支部

5/7(火)～10(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

5/13(月)～16(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

5/17(金)～19(日)・25(土) アイ・ドーム他 40 一関支部

5/20(月)～23(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

5/27(月)～30(木) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

6/17(月)～20(木) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

6/24(月)～27(木) 二戸職業訓練協会他 30 二戸支部

小型移動式クレーン運転技能講習 4/22(月)～24(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部 29,700 1,674

5/9(木)～11(土) アイ・ドーム他 30 一関支部
(一部免除者)

27,540

5/9(木)～10(金)・12(日) アイ・ドーム他 30 一関支部

5/14(火)～16(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

5/14(火)～15(水)・17(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

6/10(月)～6/12(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

6/11(火)～13(木) サンパルク２F会議室他 20 釜石支部

6/11(火)～12(水)・14(金) サンパルク２F会議室他 20 釜石支部

ガス溶接技能講習 5/7(火)～8(水) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 10,800 864

高所作業車運転技能講習 4/22(月)～23(火) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 35,640 1,850

4/22(月)・24(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)

32,400

5/21(火)～22(水) サンパルク２F会議室他 20 釜石支部

5/21(火)・23(木) サンパルク２F会議室他 20 釜石支部

6/24(月)～25(火) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

6/24(月)・26(水) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

9,720 1,674
10,800

8,640 702
9,720

10,800 1,080
11,880

特
　
　
別
　
　
教
　
　
育

6/14(金) 岩手労働基準協会宮古支部 40 宮古支部

6/4(火)～5(水) サンパルク２F会議室他 30 釜石支部

花巻支部

5/9(木)～10(金) 岩手労働基準協会宮古支部他 40

技
　
　
　
能
　
　
　
講
　
　
　
習

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

クレーン運転業務特別教育 5/8(水)～9(木) 岩手労働基準協会花巻支部 50

40 一関支部

アーク溶接等の業務特別教育 6/10(月)～11(火) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部

低圧電気取扱業務特別教育
　　　　(開閉器の操作) 4/23(火)

宮古支部

5/28(火) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

6/13(木)～14(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

アイ・ドーム

6/13(木)～14(金) 二戸職業訓練協会 40 二戸支部
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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

6,480 1,296
7,560

5,940 972
7,020

8,100 1,944
9,180
5,400 648
6,480
13,824 1,645
14,904

12,420 864
13,500
12,420 1,512
13,500

6,264 1,230
7,344
14,580 1,512
16,740
8,100 2,700
9,180

6,480 864
7,560

7,020 1,645
8,100
5,400 864
6,480
会員 無料

非会員 1,000
15,120 6,696
17,280

11,880 4,536
14,040

第一種衛生管理者試験準備講習
6/13(木)～14(金)

及び
6/17(月)～18(火)

岩手労働基準協会研修センター 100 本　部

特
　
　
別
　
　
教
　
　
育

フォークリフト運転業務従事者
安全衛生教育

6/7(金) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

安全担当者研修会 6/12(水) 岩手労働基準協会研修センター 100 盛岡支部

5/29(水)～30(木)

5/15(水) アイ・ドーム 40 一関支部

5/27(月) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

40 釜石支部

粉じん作業特別教育 5/23(木) 岩手労働基準協会宮古支部 40 宮古支部

職長教育 6/18(火)～19(水) 二戸職業訓練協会 30

そ
　
　
の
　
　
他

小型車両系建設機械運転特別教育 20 花巻支部

4/8(月) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

フルハーネス型墜落制止用器具
特別教育

5/8(水) アイ・ドーム 40 一関支部

自由研削と石取替え業務特別教育

40 盛岡支部

5/17(金) 岩手労働基準協会研修センター 30 盛岡支部

5/23(木) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

6/18(火) サンパルク２F会議室 40 釜石支部

5/21(火)～22(水) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

5/20(月)～21(火) 岩手労働基準協会花巻支部

産業用ロボット特別教育(教示等) 5/24(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

6/24(月)～25(火) 岩手労働基準協会宮古支部他 40 宮古支部

二戸支部

職長・安全衛生責任者 5/21(火)～22(水) アイ・ドーム 40 一関支部

6/27(木)～28(金) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部

サンパルク２F会議室

振動工具取扱い従事者教育 4/26(金) 気仙教育会館 40 大船渡支部

安全管理者選任時研修 4/25(木)～26(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部

刈払機作業従事者安全衛生教育 5/15(水) サンパルク２F会議室 40 釜石支部

5/28(火) 岩手労働基準協会宮古支部 30 宮古支部

新入者安全衛生教育 4/11(木) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部

4/16(火) アイ・ドーム 30 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

4/15(月) 岩手労働基準協会研修センター 50 本　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。
■　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。

■　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。

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

6/20(木)～21(金) 気仙教育会館 40 大船渡支部

6月/21(金) 岩手労働基準協会研修センター

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

問い合せ・申込先・メールアドレスは下欄をご覧ください
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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31年４月19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。
●３月号の正解　　③

　事業主の皆さま、年次有給休暇の時季指定について就業規則
に記載しましたか？
　法改正により、４月１日から事業主は全ての労働者に年○日以
上の年次有給休暇を取得させなければなりません。法定の年次
有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。対象労働者に
は管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。事業主が労働者
の希望を聞いた上で、いつ年次有給休暇を取得させるかをあら
かじめ決めておくこと（時季指定）が大切です。
では、○に入る数字は次のどれでしょうか？
　①　３
　②　５
　③　10

ヒント　２～４ページを参考に回答してください。
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西行桜の森まつり
　西行桜の森は平泉町にあ
ります。主に咲いているの
は束稲山（たばしねやま）
で、西行法師が「ききもせず束稲山のさく
ら花 よし野のほかにかかるべしとは」とい
う歌を詠むほどの美しい桜景色が見られま
す。この歌の「よし野」とは奈良県の吉野
山を指し、束稲山は京都の東山になぞらえ
ています。松尾芭蕉も北上川対岸の「高館」
から望んだとされ、過去の束稲山には１万
本の桜が植えられ、山がかすんで見えるほ
どの桜が咲いていたといわれ、「桜森」とも
形容されていました。当日は桜の植樹や自
然豊かな山道の散策も楽しめます。

　　西行桜の森まつり
　　４月20日（土）10：00～13：00
　　お問合せ　平泉町　農林振興課
　　　　　　　0191－46－5564

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31年４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

編 集
後 記

※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。
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岩手の死亡災害（２月末）

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

累　　　計	 1	 ( 2 )
	 （　）内は前年同期

　昨年の全国の熱中症発生状況（速報値）
は、死傷者数は1,128人、死亡者数は29人
となっており、前年と比較して死傷者数、
死亡者数ともに２倍を上回る結果となっ
ています。平成31年の熱中症予防につい
て岩手労働局より３月７日付文書にて、
各労働災害防止団体等に対し実施事項等
の要請がありました。各事業場における
準備期間中に実施すべき事項として、①
ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握の準備、

②作業計画の策定等、設備対策の検討、
④休憩場所の確保の検討、⑤服装等の検
討、⑥教育研修の実施、⑦熱中症予防管
理者の選任及び責任体制に確立、⑧緊急
事態の措置、等を要請しています。今年
の暑さは昨年と比べてどうなるかはわか
りませんが、事前の対策により従業員の
皆様の災害防止に向けて早めの対策を講
じておくことが重要です。

川
柳
コ
�
ナ
�

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

高かっただけに不
ま

味
ず

いと腹が立ち
　よく、テレビでも宣伝するので、少し高いけれども思い切っ

て買ってきた。ところが口に合わないのか不味くて仕様がない。

次は試食してから買おう。

	 （川柳原生林新年号＜杜若＞佐々木七草作品より）　


