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平成₃₀年度の
脳・心臓疾患と
精神障害の
労災補償状況

　厚生労働省は、平成30年度の「脳・心臓疾
患」及び「精神障害」に係る請求件数等をと
りまとめ、「過労死等の労災補償状況」として
公表しました。岩手労働局管内と全国の状況
は、以下のとおりです。
　詳しくは、厚生労働省のホームページに掲
載しております。

表１　脳・心臓疾患の労災補償状況　�（単位：件）

岩
　
　
手

年度
区分

平成　
26年度

平成　
27年度

平成　
28年度

平成　
29年度

平成　
30年度

脳・
心臓
疾患

請求件数
₇
︵₂︶

6
︵4︶

4
︵1︶

3
︵0︶

1
︵1︶

決定件数
₇
︵5︶

5
︵₂︶

5
︵3︶

₂
︵0︶

3
︵1︶

うち支給

決定件数

5
︵3︶

4
︵₂︶

5
︵3︶

₂
︵0︶

₂
︵1︶

全
　
　
国

年度
区分

平成　
26年度

平成　
27年度

平成　
28年度

平成　
29年度

平成　
30年度

脳・
心臓
疾患

請求件数
₇63
︵₂4₂︶

₇₉5
︵₂₈3︶

₈₂5
︵₂61︶

₈40
︵₂41︶

₈₇₇
︵₂54︶

決定件数
63₇
︵₂45︶

6₇1
︵₂46︶

6₈0
︵₂53︶

664
︵₂36︶

6₈₉
︵₂1₇︶

うち支給

決定件数

₂₇₇
︵1₂1︶

₂51
︵₉6︶

₂60
︵10₇︶

₂53
︵₉₂︶

₂3₈
︵₈₂︶

※（　	）は死亡

　脳梗塞などの「脳血管疾患」、心筋梗塞などの「心
臓疾患」については、その発症の基礎となる血管病
変等が、主に加齢、食生活、生活環境などの日常生
活による諸要因や遺伝等による要因により徐々に増

悪して自然経過をたどり発症するものですが、過重
な仕事により自然経過を超えて急激に増悪し発症す

る場合もあり、これによって死亡した場合には「過
労死」とも呼ばれます。
　岩手管内の請求件数は平成25年度から減少傾向に
あり、平成30年度は前年度より２件減少し１件に
なっています。全国の請求件数は前年度より37件増
加し877件となっています。
　なお、脳血管疾患・心臓疾患の労災認定は、平成
13年12月に定められた「脳血管疾患及び虚血性心疾
患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準」に
より判断されています。

表２　精神障害の労災補償状況　　� （単位：件）

岩
　
　
手

年度
区分

平成　
26年度

平成　
27年度

平成　
28年度

平成　
29年度

平成　
30年度

精神
障害

請求件数
13
︵3︶

₇
︵1︶

₉
︵4︶

₉
︵₂︶

₇
︵1︶

決定件数
1₇
︵4︶

₉
︵1︶

4
︵1︶

6
︵₂︶

10
︵3︶

うち支給

決定件数

10
︵₂︶

6
︵0︶

3
︵1︶

₂
︵0︶

₇
︵3︶

全
　
　
国

年度
区分

平成　
26年度

平成　
27年度

平成　
28年度

平成　
29年度

平成　
30年度

精神
障害

請求件数
1，456
︵₂13︶

1，515
︵1₉₉︶

1，5₈6
︵1₉₈︶

1，₇3₂
︵₂₂1︶

1，₈₂0
︵₂00︶

決定件数
1，30₇
︵₂10︶

1，306
︵₂05︶

1，355
︵1₇6︶

1，545
︵₂0₈︶

1，461
︵1₉₉︶

うち支給

決定件数

4₉₇
︵₉₉︶

4₇₂
︵₉3︶

4₉₈
︵₈4︶

506
︵₉₈︶

465
︵₇6︶

※（　	）は自殺

　精神障害は、外部からのストレス（仕事によるス
トレスや私生活でのストレス）とそのストレスへの
個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えら

れています。
　岩手の請求件数は、前年度より２件減少し７件と
なっています。全国の請求件数は88件増加し、1,820
件となっています。
　なお、精神障害の労災認定は、平成23年12月に定
められた「心理的負荷による精神障害の認定基準」
により判断されています。

「脳・心臓疾患」及び「精神障害」の労災補
償については、岩手労働局労災補償課（019－
604－3009）又は最寄りの労働基準監督署にお
問い合わせください。
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　次世代育成支援対策推進法では、一定の基準を満
たし子育て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。
　新たに以下の４社が認定を受け、認定通知書を交
付しました。
　今回の認定により県内の認定企業は32社となりま
した。

子育て支援（くるみん）推進企業認定！
　　－３社は男性の育児休業取得率が20％超、
　　　　　　　　　　　　１社は２回目の認定―

くるみん認定企業

　社会福祉法人岩手和敬会
　　　　　　　（介護老人福祉事業・盛岡市）　

認定基準の主な達成状況（５年間）
・ 計画期間内の男性の育児休業取得率…22.2％
（２人）

★ 子が生まれる際の父親の休暇取得を促

進。その結果、年次有給休暇や育児休

業を全員が取得！

くるみん認定企業

　株式会社北日本銀行
　　　　　　（普通銀行業・盛岡市）　

認定基準の主な達成状況（２年間）
・ 計画期間内の男性の育児休業取得率…46.2％
（18名）

★ 妻が妊娠した男性に対し個別の本部及

び上司から育児関係制度の概要を説明

するとともに取得勧奨を行った結果、

０％だった育休の取得率が年々上昇！

認定通知書交付式の様子

岩手労働局　雇用環境・均等室　電話 019－604－3010問合わせ先

くるみん認定企業

　社会福祉法人新生会
　　　　（２回目）（障害者福祉事業・矢巾町）　

認定基準の主な達成状況（３年４か月間）
・  計画期間内の男性の看護休暇取得状況…４名
が利用

★ オリジナルのガイドを作成。妊娠時か

ら職場復帰まで利用できる制度や法人

独自の制度を記載し職員に配付するこ

とにより、男性も含めた制度利用を促

進！

くるみん認定企業

　東北日東工業株式会社
　　　　　（電気機械製造業・花巻市）

認定基準の主な達成状況（２年10か月間）
・ 計画期間内の男性の育児休業取得率…25％
　（３名）

★ 男性も育児休業を取得できることを周

知するため、管理職研修や育児休業希

望者対象の講習会を実施し、育児休業

を取得しやすい職場に！
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職場環境を改善し、
いきいきとした職場づく
りで人材確保！
各種支援ツールを活用し
「働き方改革」に取り組み
ましょう！

貴社の課題や改善策の発見のために！ 自己診断ツールもご活用ください

働き方・
休み方改善
ポータルサイト

「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、web上で設問に答えていくことで、働
き方・休み方の問題点を把握できるほか、課題別の対策も知ることができます。
企業の取組事例や、シンポジウム・セミナー情報も掲載していますので、貴社の「働
き方改革」にご活用ください。

中小企業事業主のみなさまへ

｢働き方改革｣ への取組みを進めるため

をご利用願います。
専門の「労働時間相談･支援班」が、以下のようなご相談について、

お悩みに沿った解決策をご提案します。

働き方改革の取組みで
利用可能な助成金

年5日の年次有給休暇の
時季指定、休暇の確実な取得

長時間労働の削減に向けた
取組み、労働時間管理、
健康管理

時間外･休日労働協定
（36協定）の上限規制、
締結、届出

このようなお悩みはありませんか？
個別訪問によるご相談にも対応しています
ので、まずはお気軽に、お近くの労働基準
監督署にお問合せ下さい。

従業員の健康のためにも、残業時間を減らしたい
とは思うけど、どうすればいいんだろう？

うちの会社の労働時間制度は
このままでいいのかな･･･ ？

研修会・説明会

業界団体、事業主団体等で研修会や説明会をご希望

される場合は、労働基準監督署にご相談ください。
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 　　人材不足・人材育成などに関する助成金
　      　長時間労働の削減などにも効果的な人手不足・人材育成などに関する助成金もご活用いただけます。 

詳しくは以下のURLのほか、岩手労働局助成金コーナー（019-606-3285）、ハローワークまで
お問い合わせ下さい。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

� 36協定届・就業規則の作成でお困りの方へ
スタートアップ労働条件の作成支援ツールで、
そのまま使える36協定届・就業規則を
作りませんか？

36協定届作成の流れ
時間外労働を行うには、サブロク（36）協定届が必要です。
36協定届を作成しようとしている事業者様、是非お役立てく
ださい。
※	一年単位の変形労働時間制に関する書面（協定届、労使協定書、労
働日等を定めたカレンダー）の作成支援ツールも同時公開中

就業規則作成の流れ
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則
を作成し所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
是非お役立てください。
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エ 働き方改革を進めたら助成金が
もらえるって本当？

Ｑ 来年から働き方改革関連法の労働時間の上限規制が適用になると聞いた。うちのような中小企業では、労務管理ソフトなどを導入しようにも経費が気になって躊躇
している。何かいい方法はないか。

Ａ  長時間労働の見直しや生産性の向上などを図ることによって、所定外労働の削減や年次有 

　　　　給休暇の取得促進への環境整備に取り組む中小事業主を支援する制度として『時間外労働

等改善助成金』制度があります。助成金の詳細は以下のとおりです。　
　なお、各コースとも、交付申請⇒交付決定⇒事業取組⇒助成金支給申請という流れで進められま
すが、交付申請、助成金支給申請には期限があり、また、配賦された予算の範囲で運用されていま
すので、ご利用についてはお早目にお手続きされますことをお勧めします。
　各コースの申請やお問合せにつきましては、岩手労働局雇用環境・均等室助成金係（０１９－６０４－３０１０）
までお願いいたします。

コース名 助成概要 支給要件 助成率 上限額 助成対象

時間外労働上
限設定コース

時間外労働の上限
設定を行う中小企
業事業主に対し助
成

月80時間を超える等の
特別条項付き36協定を
締結し、現に当該時間を
超える時間外労働を複
数月行った労働者がいる
（単月に複数名が行った
場合を含む）中小企業事
業主が、助成対象の取組
を行い、時間外労働の上
限設定を行うこと

費用の3/4を
助成

※	事業規模30	
名以下かつ
労働能率の
増進に資す
る設備・機
器等の経費
が30万円を
超える場合
は、4/5 を
助成

①	平成31年度又は平成32年度に
有効な36協定において、時間
外労働の上限を月45時間、年
360時間に設定した場合上限
150万円等
※	月45時間を超え月60時間以下
の設定に留まった場合100万
円	等
②	更に、週休２日制とした場合、
その度合いに応じて上限額を
加算
※	４週当たり４日増100万円、
３日増75万円、２日増50万円、
１日増25万円
③	上限額の合計は200万円

労働時間短縮や生産性向
上に向けた取組
①	就業規則の作成・変更

②	労務管理担当者・労働
者への研修（業務研修
を含む

③	外部専門家によるコン
サルティング

④	労務管理用機器等の導
入・更新

⑤	労働能率の増進に資す
る設備・機器の導入・
更新

⑥	人材確保に向けた取組
等

勤務間イン
ターバル導入
コース

勤務間インターバ
ルを導入する中小
企業事業主に対し
助成

助成対象の取組を行い、
新規に９時間以上の勤務
間インターバル制度を導
入すること

勤務間インターバル時間数に応
じて
・	９ 時 間以上11時 間未満：
80(40)万円
・	11時間以上：100(50)万円

職場意識改善
コース

年次有給休暇の取
得促進、所定外労
働の削減等を推進
する中小企業事業
主に対し助成

助成対象の取組を行い、
以下の目標を達成するこ
と
①	特に配慮を必要とする
労働者に対する休暇の
付与等の規定を整備す
ること
②	月間平均所定外時間数
を５時間以上削減する
こと

上限額：100	万円

団体推進コー
ス

３社以上の中小企
業事業主団体にお
いて、傘下企業の
時間外労働の上限
規制への対応に向
けた取組を行う事
業主団体に対し助
成

事業主団体が助成対象の
取組を行い、傘下企業の
うち１/2以上の企業につ
いて、その取組又は取組
結果を活用すること

定額 上限額：500	万円

※	都道府県又はブロック単位で
構成する事業主団体（傘下企
業数が10社以上）の場合は上
限額：1,000万円

①市場調査
②	新ビジネスモデルの開
発、実験
③	好事例の周知、普及啓
発
④	セミナーの開催
⑤	巡回指導、相談窓口の
設置　等
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　バイアスというと、洋裁で使うバイアステープの
ことを思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれませ

んが、そうではありません。認知のバイアスのこと
なのですが、人が物事を判断する場合において、非
合理的な判断を行うことを言います。勝手な思い込
み、勘違いのようなものとでもいったらわかりやす
いと思います。人間の心の特性です。バイアスには
いろいろなものがありますが、その中の一つである
正常性バイアスを取り上げます。正常性バイアスと
は自分にとって都合の悪い情報を無視したり、「自分
は大丈夫」「今回は大丈夫」などと過小評価したりし
てしまうようなものです。
　

　少し前にJR東海からのぞみの１時間の運行本数が
10本から12本になると報道されていました。それだ
け利用者がいるということですから驚きます。ちな
みに東北新幹線のダイヤを見ると連休などは増発さ

れると思いますが通常は１時間に２、３本ですね。
新幹線内で痛ましい事件もありましたが、基本的に
は安全で時間に正確な運行で安心感があります。
　ただ、１年半ほど前に、そんな信頼が根底から覆

くつがえ

る事故がありました。覚えていらっしゃるでしょう
か。のぞみの台車亀裂事故です。福岡発、東京行き
新幹線で出発直後に乗務員は異常を感じ、途中の駅
から車両の保守担当の方々も乗車し、目視確認作業
をした結果、運行に支障ないということで名古屋ま
で運行をしたというものです。もう少しで台車枠が
破断する可能性があったという重大インシデント

だったと報道がありました。原因はというと正常性
バイアスが働いたためとされています。台車の底面
の厚さが基準に満たない状態で長い間製造供給され

強度に関する作業指示が十分認識されないで進めら

れていたと新聞報道にありました。これも過信とい
うバイアスが働いていたのかもしれません。もう一
つが異常音や異臭に気づいていたのに運転を続けた

というところです。これも正常性バイアスは働いた
結果です。つまり、現場の保守担当者は少々おかし

いと感じながらも、自信をもってすぐに新幹線を止
めて検査しなければならないと明確な言葉で言わな

かったので、指令としては止めなくても大丈夫だろ
うという判断になったということだそうです。もち
ろん、そこには数分ごとに運行されている後続の新
幹線への影響も考えたのだと思います。あっちにも
こっちにも正常性バイアスが働いていたことがわか

ります。
　こういう大きな出来事だけに正常性バイアスは働

くかというとそうではありません。身近なところで
も思いつくのがジーンズのお尻のポケットに入って

いる長財布です。財布の半分くらいがポケットの外
に出ている状態で歩いている人を見たことがあると

思います。見ている方は不安ですが、本人は絶対に
落としたり、盗られることなんてないと思っている
のですね。
　もう一つは喫煙です。たばこの煙には200種以上の
化学物質が含まれ、心臓病や脳卒中だけでなく、消
化器系の病気や喘息なども引き起こすと言われてい

ます。喫煙者の死亡率は吸わない人を１とした場合、
一番高いものが咽頭がんで、なんと32.5倍！。次に
肺がんで4.5倍だそうです。タバコを吸うと気持ちが
落ち着くんだという人がいますが、それはもしかし
たらニコチン依存症になっている可能性があるかも

です。喫煙者の方々は喫煙のリスクは重々わかって
いるのだろうと思いますが、どっかで長年吸ってい
ても大丈夫だから、今後も自分だけは大丈夫だろう
というバイアスがあるように思います。ついでです
が、電子タバコも害は大差ないと言われていますね。
　学校や行政機関など、７月から受動喫煙対策とし
て健康増進法が一部改正・施行されました。喫煙者
が直接吸い込む主流煙より、点火部から立ち上る副
流煙の方が２～100倍有害物質を含んでいるのだそ
うです。タバコを吸わない人の受動喫煙は喫煙関連
疾患をもたらす可能性が高いということになりそう

です。ここにも喫煙者のバイアスが働いていそうで
す。
　

　日常生活のいろいろなところで無意識に正常性バ

イアスが働きます。特に非常事態時や何らかの被害
を被ることが予想される状況下において、自分に都
合の悪い情報を無視・過小評価する傾向はないだろ
うかとちょっと立ち止まり振り返ってみること重要

ですね。

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

○41  ～バイアス❶～
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支部名 事　業　所　名 所在地

釜　石 ㈱立石工務店 遠野市

釜　石 ㈲関ホンダ商会 釜石市

支部名 事　業　所　名 所在地

釜　石 佐々新工業 遠野市

花　巻 東北電力㈱岩手県南営業所 北上市
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

　新会員事業所のお知らせ� ６月に加入された事業所をご紹介いたします　

５月末会員数 5,039 ６月加入 4 ６月退会 18 ６月末会員数 5,025 

　奥州市の岩手鋳機工業㈱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

３種（銅賞）を授与されました。

　同社は、全国安全週間や衛生週間、年末年始

無災害運動の取組みのほか、類似業種の災害事

例を活用するなど安全衛生教育に力を入れ、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27年12月以来、３年５カ月間

にわたり無災害記録（1,050日間）を樹立され

たものです。本年６月18日、花巻支部事務局長

が同社を訪問し、記録証の伝達を行いました。

　狩野社長は、「安全決意宣言を行い生産より安

全第一を掲げ取り組んできた。毎日の朝礼で指

差呼称の励行を全社員に徹底しており、年間活

動計画を充実させ、今後も無災害を継続し、次

の銀賞（1,600日）を目指したい」と意欲を示

しました。

【花巻支部】

岩手鋳機工業 株式会社（奥州市）
が第３種無災害記録を達成

写真左から、岩手鋳機工業㈱ (菊地弘)専務取締役、(狩野
和寿)代表取締役社長、協会花巻支部(菅原康之)事務局長

※ 会員の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、当協会各支部または中災防ＨＰまで。

※ 申込みは、中災防HPまたは当協会本部（TEL 019-681-9911）までお問い合せ願います。
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　当協会の2019年度定時評議員会は、６月20日㈭13：00～
14：15「アートホテル盛岡」の『鳳凰の間』において開催され、
冒頭、砂子田会長から「13次防の計画実現に向けて、当協会
は一人の犠牲者も出さないという基本理念のもと計画の実現

に向けて取り組んでまいります。」と挨拶。続いて、小鹿労働
局長からは、「岩手労働局としての１年間の３つの基本方針①
東日本大震災対応、②働き方改革による労働環境の整備（中
小企業支援制度の利用促進）、③人材確保対策、等、今後とも
ベストパートナーとしてご理解・ご協力をお願いしたい」と
の挨拶の後、次の議案を満場一致で承認しました。

挨拶する砂子田代表理事

挨拶する小鹿労働局長

2019年度定時評議員会を開催

　この後、欠員補充のための理事の選任が行われ、花巻支部から推薦された
宮澤一郎理事候補が評議員の全員賛成により、理事に選任されました。

　　第１号議案　2018年度事業報告について
　　第２号議案　2018年度決算報告について
　　第３号議案　2019年度事業計画について
　　第４号議案　2019年度収支予算について
　　第５号議案　 その他　欠員補充のための理事の選任について
※詳細については、当協会のＨＰを参照願います。
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講習会のおしらせ� 令和元年10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　　　　 9/9(月)～10(火) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 11,340 1,944

8/20(火)～22(木) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 本　部 16,740 2,160

8/20(火)～21(水)・23(金) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 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

9/2(月)～3(火) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 11,340 1,944

玉掛け技能講習 8/22(木)～24(土) アイ・ドーム他 30 一関支部 23,760 1,620

8/22(木)～23(金)・25(日) アイ・ドーム他 30 一関支部
(一部免除者)

21,600

8/27(火)～29(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

8/27(火)～28(水)・30(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

9/17(火)～19(木) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部

9/17(火)～20(金) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

10/1(火)～3(木) 二戸職業訓練協会他 30 二戸支部 ※24,200 ※1650

10/7(月)～9(水) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部
(一部免除者)

※22,000

10/7(月)～8(火)・10(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

10/7(月)～9(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 8/20(火)～23(金) 大船渡商工会議所他 30 大船渡支部 30,240 1,620

　　　　　(31時間コース) 8/20(火)～23(金) 久慈職業訓練協会他 30 二戸支部

8/26(月)～29(木) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部

9/9(月)～12(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 40 宮古支部

9/13(金)～16(月) アイ・ドーム他 40 一関支部

10/1(火)～4(金) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 ※30,800 ※1,650

10/15(火)～18(金) サンパルク２F会議室他 30 釜石支部

10/15(火)～18(金) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

小型移動式クレーン運転技能講習 9/10(火)～12(木) サンパルク２F会議室他 20 釜石支部 29,700 1,674

9/10(火)～11(水)・13(金) サンパルク２F会議室他 20 釜石支部
(一部免除者)

27,540

9/10(火)～12(木) 二戸職業訓練協会他 30 二戸支部

10/7(月)～9(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部 ※30,250 ※1,705

10/8(火)～10(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部
(一部免除者)

※28,050

10/8(火)～9(水)・11(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

10/28(月)～30(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

ガス溶接技能講習 9/5(木)～6(金) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 10,800 864

10/7(月)～8(火) 二戸職業訓練協会他 40 二戸支部 ※11,000 ※880

10/11(金)～12(土) 岩手労働基準協会花巻支部 60 花巻支部

高所作業車運転技能講習 9/11(水)～12(木) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部 35,640 1,850

9/11(水)・13(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)

32,400

10/23(水)～24(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 20 宮古支部 ※36,300 ※1,884

10/23(水)・25(金) 岩手労働基準協会宮古支部他 20 宮古支部
(一部免除者)

※33,000

安全衛生推進者養成講習 8/21(水)～22(木) サンパルク２F会議室 40 釜石支部 9,180 1,404

10/2(水)～3(木) 岩手労働基準協会花巻支部 60 花巻支部 ※9,350 ※1,430

10/17(木)～18(金) 二戸職業訓練協会 40 二戸支部

9,720 1,674
10,800
※9,900 ※1,705
※11000
※8,800 ※715
※9,900
10,800 1,080
11,880

6,480 1,296
7,560

※6,600 ※1,320
※7,700

特
　
別
　
教
　
育

低圧電気取扱業務特別教育
　　　　(開閉器の操作)
低圧電気取扱業務特別教育
　　　　(開閉器の操作)

9/28(土) アイ・ドーム

岩手労働基準協会宮古支部 宮古支部

技
　
　
　
能
　
　
　
講
　
　
習

8/27(火) サンパルク２F会議室 40 釜石支部

10/17(木)

40

自由研削と石取替え業務特別教育

40

40

10/7(月)

大船渡支部

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 9/18(水)～19(木) 気仙教育会館他 30

一関支部20

一関職業訓練協会 一関支部

サンパルク２F会議室

40 盛岡支部

40

アーク溶接等の業務特別教育 9/6(金)～7(土)

釜石支部

一関支部

盛岡支部20

10/11(金)～12(土) 一関職業訓練協会

8/19(月) 岩手労働基準協会研修センター

9/26(木)～27(金) 岩手労働基準協会研修センター
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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

5,940 972
7,020

8/30(金)

5,400 864
6,480
13,824 1,645
14,904

※14,080 ※1,676
※15,180

※12,650 ※1,049
※15,840

12,420 864
13,500

※12,650 ※880
※13,750

12,420 1,512
13,500

※12,650 ※1,540
※13,750

8,100 2,700
9,180

※6,050 ※968
※7,150

6,804 972
7,884

※5,500 ※880
※6,600

会員 無料
非会員 1,000
※7,150 ※2,200
※8,250
※15,400 ※6,820

特
　
別
　
教
　
育

フルハーネス型墜落制止用器具
特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具
特別教育

9/9(月) 気仙教育会館 40 大船渡支部

盛岡支部

盛岡支部定　員

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

■　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。

※　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。

第一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 ※17,600
10/10(木)～11(金)

及び
10/17(木)～18(金)

衛生担当者研修会

■　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

本　部岩手労働基準協会研修センター

※　受講料・テキスト代は9月までは消費税８％込み、10月より消費税１０％込み(※印)の表記となります。

盛岡支部

有機溶剤作業従事者安全衛生教育

職長・安全衛生責任者能力向上教育 10/17(木) 気仙教育会館 40 大船渡支部

100

50

岩手労働基準協会研修センター

職長・安全衛生責任者 9/12(木)～13(金) 気仙教育会館 40 大船渡支部

刈払機作業従事者安全衛生教育 8/28(水) アイ・ドーム 40 一関支部

職長教育 9/26(木)～27(金)

巻上げ機の運転の業務特別教育 10/24(木)～25(金) 気仙教育会館他

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

釜石支部サンパルク２F会議室 40

花巻支部

花巻支部

盛岡支部9/13(金) 岩手労働基準協会研修センター

9/25(水)～26(木)

8/8(木) サンパルク２F会議室

10/30(水)～31(木) 気仙教育会館

10/23(水)～24(木)

9/30(金) 岩手労働基準協会研修センター

粉じん作業特別教育

10/24(木)～25(金) アイ・ドーム

そ
　
　
の
　
　
他

60

10/25(金)

安全管理者能力向上教育(定期) 10/21(月)

小型車両系建設機械運転特別教育 20

10/23(水)～24(木) 岩手労働基準協会花巻支部 20

9/4(水) 岩手労働基準協会研修センター

大船渡支部

化学物質のための
リスクアセスメントセミナー

9/30(月) 気仙教育会館 30

40 大船渡支部

35 盛岡支部

釜石支部

30 大船渡支部

40

定　員

30

50 一関支部

10/15(火)～16(水) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部

10/24(木)～25(金) サンパルク２F会議室 40 釜石支部

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

労働基準情報いわてAug.　2019

■　№		815第三種郵便物承認令和元年８月１日発行労働基準情報岩手
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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	 令和元年８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。
●７月号の正解　③

　次世代育成支援対策推進法では、一定の基準を満たし子育て
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。新たに４社が認定を受け認定通知
書が交付されました。今回の認定により県内の認定企業は○社
となりました。

では、○に入る数字は次のどれでしょうか？

　①　30
　②　31
　③　32

ヒント　３ページを参考に回答してください。

労働基準情報いわて Aug.　2019

■　№		815 第三種郵便物承認令和元年８月１日発行労働基準情報岩手

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　  令和元年８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

※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（６月末）

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

累　　　計	 5	 ( 6 )
	 （　）内は前年同期

　８月11日は国民の祝日「山の日」です。日
本では国土の約７割を山が占めることから、
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する
ことを趣旨として2014年の祝日法改正で制定
2016年に施行されました。山の日が祝日とし
て制定される前にも地方自治体や、山岳に関
連する協会では独自に山の日を制定していま
した。1995年に海の日が国民の祝日として制
定されると、山の日も国民の祝日にするべき
との声が徐々に高まりはじめ、2010年には山
岳５団体（日本山岳会、日本勤労者山岳連盟、

日本山岳ガイド協会、ヒマラヤン・アドベ
ンチャー・トラスト）が共同で山の日制定協
議会を発足し、国や地方自治体、議員への働
きかけや、周知活動を実施しました。このよ
うな活動が実を結び、国民の祝日として制定
されることとなりました。来年はオリンピッ
ク・パラリンピックが開催されますが、山
の日は2020年に限り８月10日に移動となりま
す。この機会に山に親しみ、山の恩恵に感謝
するために山に出かけましょう。

川
柳
コ
�
ナ
�

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

捨てようと言われるとまた惜しくなり
　要らない物はさっさとすてるのが、このごろの風潮です。

でも、他人に捨てた方が良いと言われると、まてよ、と考

えて惜しくなって残してしまいます。

	 （川柳原生林５月号＜杜若＞山田美鈴作品より）　

８月15日は「刺身の日」
　1448年８月15日の室町時代後期の書
記官・中原康冨の日記に初めて刺身に関す
る記述が登場したことにちなんで制定され
ました。

　８月の暑い夏、岩手の夏海代表と言えば
カツオやマグロ類にブリ、ホタテは全国４
位、ウニ・ホヤは全国２位の出荷量。特に
ホヤは夏バテ予防にも最適です。

　この日は「終戦の日」でもあります。刺
身をつまみに一献傾けて、平和について語
り合うのもいかがでしょうか。


