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大船渡労働基準監督署 署長

熊谷

久

今年の夏は酷暑でしたが、原爆の日、終戦記念⽇、お盆、第100回甲子園大会（高校野球のひたむきさ、
汗、涙があり⾦⾜農の活躍・・・）も過ぎ、虫の鳴き声と朝晩の風に秋の気配を感じる今日この頃です。
皆様方も色々な思いをされ平成最後になる夏を過ごされたのではないでしょうか。心身の充電をしていた
だけたら幸いです。
さて、9月は第69回になる全国安全週間の準備月間です。今年のスローガンは「こころとからだの健康
づくり みんなで進める働き方改革」です。心身の健康づくりを進め、職場で一丸となり誰もが安心して
健康に働ける職場を目指していただきたいと思います。現在、健康経営が叫ばれていますが、職員の心身
の健康は事業場発展の礎です。働き方改革に合せて自社にあったＰＤＣＡの取り組をお願いします。

第69回 全国労働衛生週間

平成30年10⽉１⽇（⽉）〜７⽇（⽇）［準備期間：９⽉１⽇〜30日］
「全国労働衛⽣週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国⺠の意識を
高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを⽬的とし、毎年同じ期間に実施して
います。69回⽬となる今年も、各職場で、下記のようなさまざまな取組にご協⼒ください。
〈スローガン〉

こころとからだの健康づくり

みんなで進める働き方改革

1. 事業者や総括安全衛⽣管理者による職場巡視

10⽉１⽇〜７⽇

2. 労働衛生旗の掲揚、スローガンなどの掲示

※今年のスローガンは上記です。

3. 労働衛⽣に関する優良職場、功績者などの表彰
4. 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など、緊急時の災害を想定
した実地訓練などの実施

全国労働衛生週間
に実施する事項

９⽉１⽇〜30日
準備期間
に実施する事項

5. 労働衛⽣に関する講習会・⾒学会などの開催、作文・写真・標語などの掲示、
その他労働衛⽣の意識高揚のための⾏事などの実施

1. 重点事項
(ｱ)
(ｲ)
(ｳ)
(ｴ)
(ｵ)
(ｶ)

過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
治療と仕事の両⽴⽀援対策の推進に関する事項
化学物質による健康障害防止対策に関する事項
石綿による健康障害防止対策に関する事項
その他の重点事項

健康保持増進のためにこの機会に何かスタートしてみませんか
職場で実施されている健康診断の結果、何かしらの項⽬で所⾒が認められる⼈の割合は、岩手
県平均が59.6％（平成29年）と全国で６番目に高い数値となっています。大船渡監督署管内は県
内でも高く、29年は62.4%となり、都道府県別で高い沖縄県と秋田県に次ぐ水準となっています。
健康の基本は「運動」「食事」「こころの元気」です！
今年のこの全国労働衛⽣週間の時期を機会に、何か⼀つ⽬標を⽴てて取り組みをはじめてみま
しょう！

９月は「職場の健康診断実施強化月間」です!!

ウォーキング de ワーク

あと1,000歩、あと10分 プラスして歩こう！

歩くことが健康に良いと知っていてもいったいどれくらい歩け
ばいいのでしょう。
生活習慣病の予防には男性で9,000歩、⼥性で8,000歩が目安
と言われています。そして、平均的な歩数から考えると足りない
のはあと1,000歩。時間にして10分程度多く歩くだけでじゅうぶ
んに効果があるのです。（資料：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの⼿引き(厚⽣労働省)より）
正しい姿勢で歩くポイント







かかとから着地する
膝を着地の前に伸ばす

２アップ３ダウン
2階程度の上りや３
階程度の下りは、エ
レベーターではなく
階段を利⽤しよう。
省エネ対策として
進められましたが、
健康づくりにも効果
的です！

例

健康体操 de ワーク

あごを引き背筋を伸ばす
つま先をまっすぐ
手を大きく振る

仕事の合間に簡単な体操をしよう！

適切な体操の職場への導⼊は、 積極的な休息法 の⼀つとして意議があ
ります。具体的には疲労回復や気分転換、ケガ予防などの効果があります。
また、体操の内容には、時刻（就業前、昼休み、午後の休憩時など）や
職種、作業環境などにより多くの種類が考えられます。目的に応じた体操
を楽しく⾏いましょう。
例

ストレッチでリフレッシュ

ゆっくりと筋肉を伸ばすと
こった筋肉もほぐれ、気持ち
もリフレッシュできます。

例

ラジオ体操、腰痛体操、
VDT体操

例

八段錦

（はちだんきん：中国で古く
から伝わっている健康を保つ
ための体操の一種です）

転倒防止や腰痛予防のために下肢
の筋⾁や抗重⼒筋などは⼤切な筋⾁
 はずみをつけず、ゆっくりと です。抗重⼒筋のトレーニングとし
 呼吸は止めずに、自然に
てコア・トレーニングが推奨されて
 痛みを感じるところまでは伸 いますが、八段錦の動きにはその要
ばさない
素が含まれています。
 10秒〜30秒間伸ばそう
ゆっくりと動く八段錦は、ゆった
 伸ばしている部分に意識を向 りとした動作や呼吸によりストレス
けよう
の解消にも効果的です。
 左右それぞれ2回伸ばす
 笑顔で⾏おう！
ポイント

例

筋⼒アップで転倒予防

「⽼化は脚から」と⾔うよ
うに、身体の機能の低下、
特に脚の筋⼒は加齢ととも
に著しく低下します。脚の
筋⼒アップは、転倒予防に
効果があります。

朝礼時に健康チェックをしよう！

職場のタテヨコの人間関係
にトラブルがあると、事故・
災害、生産・品質上のトラブ
ル発生につながります。
職場の事故・災害をゼロにするには、
職場⾵⼟を明るく、チームワークの良
い、先取り参加的なものに変えていく
ことが必要です。

場内ウォーキングマップ
会社周辺や⼯場の敷地内を利⽤した
ウォーキングコースを設定し、昼休み
や仕事の後に利⽤する⽅法もあります。
いくつかのコースを設定しておくと、
利⽤できる時間やその⽇の気分に応じ
たコースを選べるので利⽤しやすいで
しょう。それぞれのコースの距離や歩
数、時間などの⽬安があると便利です。

例

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ de ワーク

例

良好なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとサポートを！








社内運動会
ボウリング大会
球技大会
社内駅伝大会
社内旅⾏
部内対抗駅伝大会

① 出社したら挨拶は自分から元気よく
出勤したときや席を離れるときなど、まわりの⼈に⼀⾔、声
をかけていますか
② 仕事を頼むときは、名前を呼ぶことは相手を認めること
話しかけるとき、仕事を頼むとき、ぞんざいな対応をしてい
ませんか
③ 手伝ってもらったとき、笑顔でほめよう、感謝しよう
手伝ってもらったり、助けてもらったとき、感謝の気持ちを
表していますか
④ 困ったときは、素直な自分を出してみよう
困ったとき、自分の中に感情をため込んでいませんか
⑤ 会議では、信頼関係は話を聴くことから
会議や打合せなど、会話中に、相手の話をさえぎって話して
しまうことはありませんか

●

健康 K Y ●

働く人一人ひとりが自身や部下の健康に関心を持ち、職場の安全と
健康を確保していくことが⼤切です。
健康KYでは、まず始業時のミーティングの際に、各自が健康状況
を自己チェックし申告します。次に監督者は、部下の一人ひとりの健
康状況を観察し、必要に応じて「問いかけ」をします。
例 健康自己チェック１０項目
① 頭痛がする
② めまいがする ふらつく
耳なりがする
③ 手足にしびれ・けいれん・
筋肉痛がある 腰が痛い
④ 腹が痛い 下痢している
便秘している
⑤ 胃の具合が悪い 胃痛・は
きけがある
⑥ 熱がある
⑦ 心臓の具合が悪い どう
き・不整脈がある
⑧ 出血している
⑨ 咳 くしゃみ 鼻水が出る
⑩ だるい
ねむい
 その他（自覚症状）
[注]

心と体のリフレッシュ活動

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝづくりの
例 一環として事業場内
で⾏われるイベント

健康観察
（監督者→作業者）５項目
① 姿勢（シャンとしているか
うなだれていないか）
② 動作（キビキビしているか
ダラダラしていないか）
③ 顔・表情（イキイキとしているか
明るいか むくんでいないか）
④ 目 （キリッと澄んでいるか
血走っていないか）
⑤ 会話（ハキハキしているか
大きさは 声のハリは）
その他 必要があれば体温
・脈拍・呼吸数を検査
（体操前、体操後など）
例

この情報は、中災防「げんきdeワーク」リーフレットからによるものです

◆大船渡労基署管内の労働災害発生状況
■

７月末現在の労働災害発生状況
製造業
建設業
運輸交通業
林業
商業
保健衛生業
合計

30年
23人
10人
2人
3人
6人
4人
55人

前年同期⽐
＋11人
−7人
−1人
＋3人
＋3人
＋2人
＋６人

（注） 労働者死傷病報告による休業4日以上の統計である。

◆熱中症対策は万全ですか？
〜「STOP！熱中症 クールワーク
キャンペーン」も展開中です〜
◆最低賃金改定

１０⽉１⽇から最低賃⾦が７６２円に引き上げら
れる予定です。
事業主の皆様は最低賃⾦額を下回らないよう注意
しましょう！

