第４６号（令和３年１０月号）

大船渡労基署ニュース
秋冷の候

大船渡労働基準監督署 署長

渡辺 幸輝

朝晩は少し寒いくらいになり、日中は大変過ごしやすい季節になりました。個人的には人間ドックが終わり、食
欲の秋を満喫しているといったところですが、皆さんは何の秋を楽しんでいますでしょうか︖
さて、１０月１日から７日までは全国労働衛生週間が展開されます。職場では労働災害防止に係る安全活動が広
く行われていると思いますが、「安全衛生」という言葉があるとおり、労働衛生活動も積極的に推進していただく
必要があります。皆さんが安全に、そして健康で働くことができるよう、是非この機会に労働衛生活動にも積極的
に取り組んでいただけたらと思います。また、１０月２日からは岩手県最低賃金が引上げられ、時間額８２１円と
なります。毎年少なからず、最低賃金以上支払われていないという事例が認められますので、事業者の方は最低賃
金以上の支払いについて確実に実行いただきますよう、よろしくお願いいたします。また、労働者の方は、この機
会に給料明細をご確認いただければと思います。最低賃金との比較方法はこのページに記載しております。皆さん
季節の変わり目で体調を崩さないよう、ご自愛ください。

今月は、全国労働衛生週間の本週間です。
働く人の健康の保持・増進、快適に働くこ
とができる職場づくりに向けた活発な取り組
みを展開していきましょう。

〜 実施要綱で示されている取組み例 〜
事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
有害物の漏洩事故、酸素欠乏症等による事故等
緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
⑤ 労働衛生に関する講習会、見学会等の開催、作
文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意
識高揚のための行事等の実施
①
②
③
④

引き続き好事例の提供をお願いします
先月号で、“健康管理に関する好事例の募集”
（9月17日まで）をお願いしましたが、引き続
き事例を募集します（10月29日（金）まで）。
よろしくお願いします。（特に衛生管理者がい
る事業場におかれましてはよろしくお願いしま
す。）

◆

最低賃金が821円になります

最低賃金が10月２日（土）から、28円引上げた時間額821円になります。
岩手県最低賃金は、年齢や正社員、パート・アルバイト等を問わず、岩手県内の事業場で働く全
ての労働者に適用され、使用者は、令和３年10月２日以降の労働者に対する対価として、時間額
821円以上の賃金を支払う必要があります。
＜最低賃金との比較方法＞
（１）時間給制の場合
（２）日給制の場合
時間給≧821円
日給÷１日の所定労働時間数≧821円
（３）月給制の場合
月給÷１か月平均所定労働時間数（（年間労働日数×１日の所定労働時間）÷12か月）≧821円
※最低賃金との比較にあたって算入しない賃金
①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など）
④所定労働日以外の日に対して支払われる賃金（休日割増賃金など）
⑤午後10時〜午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を
超える部分（深夜割増賃金など）⑥精皆勤手当、通勤手当、家族手当

◆労働災害の発生状況のお知らせ
◆

令和３年８月末現在速報値
※ 休業見込4日以上の労働災害の件数です
今年
前年同期比
製造業
７人
−４人
建設業
１３人
−１人
運輸交通業
４人
−１人
林業
６人
＋２人
畜産水産業
２人
＋１人
商業
３人
−５人
通信業
０人
−２人
保健衛生業
８人
＋３人
接客娯楽業
０人
−４人
その他業種
４人
＋３人
合計
４７人
−８人

＜災害事例＞ 包装機のフィルムをセッ
トし運転したところ、フィルムが中央部
で詰まりながらトップまで行ってしまい、
そのフィルムを引き出そうとして包装機
の内部に手を入れていたところ、刃に指
を挟まれた。（指切断）
岩手県内では「林業死亡労働災害多発警
報」 （林業・木材製造業労働災害防止協
会）が発令中です。期間は令和３年７月
19日から10月末までです。

◆今月の労働災害防止について（連載⑤）

「気をつけよう」「注意しろよっ」などという簡単な言葉が
ありますが、危険にはさまざまなパターンがあります。とくに、
経験や知識が大きく異なる人同士の間で安易に注意喚起が交わ
される場合には、受けてにとっては何か言われたのはわかるけ
ども何に気を付けるのかわからず、あまり意味のないキャッチ
ボールが行われたにすぎないことがあります。より具体的に注
意喚起してあげるべき場合があります。
さて、労働災害のパターンを「事故の型」といいますが、次
のように分類されます。
また、実際に起きている労働災害は円グラフのような発生状
況になっています。

01墜落、転落
※01と04は類似
02転倒
していますが、
それぞれの主語
03激突
は01は「人が」、
04飛来、落下 04は「ものが」
05崩壊、倒壊 となります。
06激突され
07はさまれ、巻き込まれ
08切れ、こすれ
09踏み抜き
10おぼれ

11高温・低温の物との接触
12有害物等との接触
13感電
14爆発
15破裂
16火災
17交通事故（道路）
18交通事故（その他）
19動作の反動、無理な動作
※19には腰痛な
90その他
どが当てはまり
99分類不能
ます

令和２年の全国の全産業での労働災害131，
156件（休業4日以上）を分析すると、一番多い
のが「転倒」で23.6％、次いで「墜落・転落」
が16.0％、「動作の反動・無理な動作」が
14.6％、「はさまれ・巻き込まれ」が10.4％な
どとなっています。
ですので、このような情報からいえることは、
普段の仕事の中で注意すべきなのは、とくに
「転倒」や「墜落・転落」などということが見
えてきます。
なお、業種ごとに出されているグラフを見る
と、全産業とは違った業種に応じた特徴が表れ
ている場合もありますので、必要に応じてご参
考にしてください。

定期健康診断の

い い ア イ デ ア

有所見率改善のための

好 事 例

はありませんか︖

昨今では健康経営優良法人に認定される事業場も年々増えているなど、健康経営に積極的に取
り組んでいる事業場も多くなってきていますが、一方で、まだまだ多くの事業場では健康管理に
は苦慮しているように見受けられます。
そこで、各社において取り組んでいただいている健康確保等に関する活動を紹介していただき、
その情報を共有することで、多くの事業場で参考にしていただこうと考えました。
これにより、「なるほど︕」「そういう取り組みもあるのか︕」「それならわが社でもできる
からやってみよう︕」と健康確保に関する取り組みが広がることが期待できます。

ぜひ、裏面の用紙で取組事例を教えてください。様々な事例を収集し、
ほかの事業場の参考にさせていただければと考えています。
（令和３年１０月２９日(金)までにお願いいたします。）
参考になる情報をいただいた事業場には、当署から感謝状を贈呈させていただきます。

実施しているもの、又は計画しているものなど、ご自由にお書きください。一般的な活動、ユ
ニークな取り組みなど何でも結構です。失敗事例も歓迎します。
気仙地域が県内一の健康地域と呼べる日が来ることを目指したいですね︕
取組例１

『みんなで運動をしよう！！』

仕事以外の時間での運動を勧奨する

仕事の空き時間等（昼休憩、午後休憩等）
に運動の時間を確保して運動を勧奨する

①場内ウォーキングマップ
②班単位で競い合うウォーキング大会
会社周辺や工場の敷地内を利用したウォーキング
特定保健指導対象者に万歩計を配布し
コースを設定し、昼休みや仕事の後に利用する方法
班単位で競い合うウォーキング大会を実
もあります。
施。一ヶ月間で競い優勝した班には賞品
いくつかのコースを設定しておくと、利用できる
を進呈。（製造業︓N社）
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。
③健保組合のウォーキングキャンペーンを実施
2ヶ月で60万歩以上（勤務時間中の歩数はカ
④地図上でどこまで歩いたか 賞品授与
ウント外）を目標とした健康保険組合主催の
社員に万歩計を配布し地図上でどこまで
「ウォーキングキャンペーン」を実施。達成歩
歩いたか記録させ、成績により賞品を授与。
数に応じた健康関連グッズを進呈。
（建設業︓S社）
（製造業︓Yパン）
（効果）運動に興味を持ち、継続する意識
付けができる。
取組例２

⑤ポイント制のチャレンジ
企業グループで運営する「健やか活
動チャレンジ85」への参加を推奨し身
体を動かす習慣を身につけることに取
り組んでいる。（運輸業︓OS社）
【健やか活動チャレンジ85】
30分のジョギングは2ポイント、5000歩の
ウォーキングは1ポイント、家事労働15分
は0.25ポイントなど、身体活動を数値化し
一定期間の合計ポイントの目標を85として
達成状況を確認する。（運輸業：OS社）

仕事時間も
⑨階段
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︕︕
 階段に「○段で○kcal」など
と表示し、運動意識の向上に
努める。

ラジオ体操を作業開始前や各休憩
時間に放送し、みんなで実施する

仕事の合間でのストレッチの実施を促す
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。
ポイント








はずみをつけず、ゆっくりと
呼吸は止めずに、自然に
痛みを感じるところまでは伸ばさない
10秒〜30秒間伸ばそう
伸ばしている部分に意識を向けよう
左右それぞれ2回伸ばす
笑顔で行おう︕

けんせつ体幹体操

取組例３
効果的な体操等
の方法を示す

実技
チラシ など

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。
（はちだんきん︓中国で古くから伝わって

八段錦 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です。抗重力筋のトレーニング
としてコア・トレーニングが推奨されていますが、
八段錦の動きにはその要素が含まれています。
ゆっくりと動く八段錦は、ゆったりとした動作や
呼吸によりストレスの解消にも効果的です。

⑧スポーツ大会
社内運動会
ボウリング大会
球技大会
社内駅伝大会
・部内対抗駅伝大会

⑥年1回 運動機能等の測定
運動能力の経年変化を自覚するため、
運動機能測定（握力、垂直跳び、立位体
前屈等）、心肺機能測定（エアロバイ

ク）を年1回実施。（製造業︓D社）

『みんなで体操をしよう！！』

ラジオ体操を作業開始前や各休
憩時間に放送し、実施を促す

⑦社内グランドでゴルフ大会
社内グランドを活用し、昼休み
にグランドゴルフ大会を実施。
（製造業︓Y社）

『みんなで食事に気を付けよう！！』

 社員、社員の奥様対象に家庭での食習慣改善のためヘルシー料理教室を
開催。
 社員食堂メニューにカロリーと塩分量を表示。
 社員食堂のすべてのメニューに1食分のカロリーを表示。
 社員食堂、独身寮のメニューへのカロリー表示や低カロリーメニューの
提供を実施。
 メニューにカロリー表示を行っている。
 社内の自動販売機すべての飲料水にカロリー表示をすると共に、業者か
ら補給本数を報告させている。
 社員食堂の定食類の30％程度を700kcal以下に抑えたヘルシーランチを
提供。
 出入りの弁当配達業者の昼食用献立メニューにカロリー表示を実施。
 食堂メニューにカロリー表示、塩分表示を行っている。
 食堂の炊飯器の横に「はかり」と100gごとのカロリーを記載した表を
置いている。
 社員食堂にカロリー総合計が600kcal以下のヘルシー弁当を導入。

大船渡労働基準監督署

裏面の用紙で取組事例を教えてください。様々な事例を収集し今後の大船渡労基署ニュースで紹介させていただきたいと考えています。

事業場における健康診断で何らかの所見がある人の割合（有所見率）は増加傾向にあり、令和
２年の確定値も全国・岩手・大船渡労基署ともに過去最高を更新しています。また、岩手は全国
ワースト５位（全国58.3％、岩手63.5％）と高く、さらに大船渡労基署は岩手県内でも特に高い
水準（69.0％）となっています。このため、何としても有所見率改善を図りたいところです。

R３.８

令和３年１０月２９日(金)まで

◆我が社の事例を提 供します◆

わが社の【健康確保等に関する取組】について
事
所

業

場
在

名

業種

地

TEL

FAX

記 入 担 当 者
職
氏
名

テーマ

(該当するものに○をつけ
てください。(複数可))

大船渡労基署ニュースへの事例掲載
の 際 の 事 業 場 名 公 表 の 諾 否

諾 ・

否

「健診実施時の工夫」・「食習慣改善の工夫」・「ウォーキングの奨励」・「運動指導の工夫」・「健康づくりへの
援助」・「健康づくりの意識啓発」・「産業医の活用」・「有所見者への対応の工夫」・「その他」

◆

実施中、計画中の【改善のための取組】

◆

その成果は︖（予想される成果も含みます。）

送付先

〒022-0002 大船渡市大船渡町字台13-14
大船渡労働基準監督署
TEL 0192-26-5231
FAX 0192-26-5232
担当 監督・安衛課 ︓ 鈴木
（suzuki-tooru.w53@mhlw.go.jp）
（ご報告は FAX でも構いません）

•1枚だけでなく、何枚・何種類でも結構です。
•「別紙」として沢山書いていただいても結構です。

