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労働災害防止対策の強化と更なる改善を

信頼できる労働環境を

新年あけましておめでとうございます。年頭に当たりま
して、謹んで新春のお慶びを申し上げます。
◆経済状況の行方
　平素は当協会の事業運営に関しまして、茂原労働基準監
督署をはじめとする行政機関各位のご指導ならびに会員の
皆様方の格別なるご理解ご協力を賜り、深く感謝申し上げ
ます。
さて日本経済もどうやら復活の兆しが見えてきたようで
あり、賃金の引き上げ等を検討する企業も出てきているよ
うです。ただ消費税率の引き上げ等もあり、今後の状況は
不透明な点もあります。各社におかれましては良い状況に
及んだ際には賃金の引き上げとともに職場環境改善への投
資もぜひ検討していただきたいと思います。
◆平成25年度を振り返り
昨年度は当協会の事業として茂原労働基準監督署と共催
による全国安全週間及び全国労働衛生週間の説明会や、安
全管理講習会、各種技能講習、特別教育、危険予知訓練実

あけましておめでとうございます。茂原労働基準協会会
員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
◆積極的な災害防止活動の取り組みを
さて、平成25年は第12次労働災害防止計画のスタートの
年であり、積極的な災害防止活動の取り組みをお願いして
まいりましたが、おかげさまで当署管内の休業災害発生件
数は対前年比15％程度の減少が見込まれており、会員の皆
様の真摯な取り組みに改めて敬意を表すところでございま
す。当署管内における休業災害の減少傾向を確立するため、
今年も積極的な取組みをお願いいたします。
◆職場における信頼関係の確立
また、昨年は「ブラック企業」、特に若年層の労働者を
低賃金で酷使する事業場に対する問題が表面化し、社会的
な問題にもなりました。当署において係る問題は化表面し

践講習などを着実に行ってまいり
ました。11月には、優良事業所視
察研修として㈱ハイパーサイクル
システムズ様の工場見学を実施さ
せていただき、５Ｓ３Ｔの行き届
いた工場とともに、安全衛生活動への熱心な取り組みに感
銘を受けました。お忙しい中、快く見学の受け入れをご了
解いただきましたことに改めて御礼を申し上げます。
◆平成26年度について
本年は平成25年度を初年度とする第12次労働災害防止計

画の２年目にあたります。引き続き労働災害防止対策の強
化と更なる改善を図り、少しでも会員の皆様方のお役に立
てるよう、充実した関連教育、講習会などを実施して行き
たいと考えております。
最後に、会員各社の益々のご繁栄と皆様方のご健勝、ご

活躍を祈念申し上げて新年のご挨拶とさせていただきます。

ておりませんが、労働相談の内容
を見ておりますと、長時間労働・
パワハラの相談はございます。
基本的な労働条件・労働環境を

整備するのは当然のことですが、
労働者に対する説明・対応のまずさが、修復できないトラ
ブルの原因と見受けられるケースも少なからずありました。
規則を適用するのも、適用されるのも人です。人間関係の
希薄になった今こそ、職場における信頼関係が重要になる
ことを痛感した次第です。
安全で健康的な職場づくり、そして適切な労働条件に信

頼関係、これこそが活力ある企業の源です。
最後になりますが、茂原労働基準協会のご発展と会員皆

様のご健勝を祈念いたしまして、年頭の挨拶とさせていた
だきます。

（一社）茂原労働基準協会　会長　下 田 　 誠

茂原労働基準監督署　署長　渡 邉 秀 明
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会長
関東天然瓦斯開発㈱…………… 下田　　誠
副会長
双葉電子工業㈱………………… 中村　正行
副会長・茂原支部長
三井化学㈱……………………… 豊田　英雄
副会長
㈱ジャパンディスプレイ……… 平田　　剛
大原支部
㈱電洋社………………………… 相葉　幸雄
勝浦支部長
ＴＯＴＯプラテクノ㈱………… 吉野　　剛

大多喜・夷隅支部長
㈱増田製作所…………………… 福本　昭夫

一宮支部長
伊勢化学工業㈱………………… 大谷志津江

白子・本納支部
日本天然ガス㈱………………… 清宮　一雄

監事
㈱茂原アテックス……………… 神村　哲夫

監事
トーヨーカラー㈱……………… 鵜澤　浩子

事務局
（一社）茂原労働基準協会……… 片岡　　薫
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平成25年度全国労働衛生週間説明会
及び衛生管理講習会を８月29・30日に
かけて、いすみ・大多喜・茂原会場にてそれぞれ開催いたしました。
説明会では、茂原労働基準監督署渡邉署長・鈴木安全衛生課長より、労働衛生週間の主旨・取組事項等について、
ご説明がありました。
今回の衛生管理講習会では、関東天然瓦斯開発の保健師山賀寿美子様より、「当グループにおける衛生管理活動
の取り組み」の講演を頂きました。

11月１日に、視察研修会を29名（22社）の参加を頂き実施いたしました。
今年度は、管外の㈱ハイパーサイクルシステムズ様の家電・ＯＡ機器
のリサイクル工程を見学させて頂きました。
ご説明では、県内の家電各社のエアコン・冷蔵庫・洗濯機・コピー機等のリサイクルを担当し、ほぼ100％のリ
サイクル率を達成しているとのことでした。
また、安全面では作業単位に、注意事項を掲示するなど、高い安全意識を感じ、参加者からも「大変参考になっ
た。」との感想も頂きました。
また、研修会終了後に情報交換会を開催し有意義な研修会となりました。

全国衛生週間
説明会

事業所
視察研修会

労務管理講習会 連合会会長表彰受賞

11月28日に茂原市役所市民室にて、参加者70名（54社）による、
講習会を、次の内容にて開催いたしました。

〇「改正労働契約法」について
　 　茂原労働基準監督署　渡邉署長 様

〇「高年齢者雇用安定法」一部改正について
　 　茂原公共職業安定所　鹿野雇用指導官 様

10月３日に千葉県産業安全衛生大会が、
千葉市の京葉銀行文化プラザにて開催され、
各々の表彰が行われました。
当協会からは、次の方が表彰されました。

〇安全管理功績者
　　㈱茂原アテックス　神村哲夫様

協会だより

講習会 鹿野雇用指導官様
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１,２‐ジクロロプロパンについて
特定化学物質障害予防規則等が改正されました

業　　　種 常時雇用する労働者数 資　本　金

小 売 業 50人以下 5,000万円以下

サ ー ビ ス 業 100人以下 5,000万円以下

卸 売 業 100人以下 １億円以下

そ の 他 の 業 種 300人以下 ３億円以下

健康障害防止措置が義務付けられます

改正省令は平成25年10月１日から施行されています。
１,２‐ジクロロプロパンは特定化学物質障害予防規則の適用をうけることにな
りましたが、「エチルベンゼン」と同様に、有機溶剤中毒予防規則を一部準用して管
理する必要がありますのでご注意下さい。

詳しくは厚生労働省ホームページ
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei53/index.html

をご覧ください。

この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、
その費用の一部を助成するものです。

次のすべてに該当する事業主が対象です。
⑴　労働者災害補償保険の適用事業主であること
⑵　次のいずれかに該当する中小企業事業主であること

⑶　一定の基準（喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上）
を満たす喫煙室を設置（改修も含む）すること

詳しくは厚生労働省ホームページ
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/

をご覧ください。

茂原労働基準監督署情報コーナー
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上司に、有給休暇の取得を認める、認めないという法的な権限はありません。ただし、
事業の正常な運営を妨げてしまうので別の日にしてくださいと言われることはあります
（「忙しいから別の日にしてください」は適切な時季変更権とは言えません。適切な時季
変更権の行使がない限り、有給休暇は申請どおり認められることになります）。

改定額（時間額） 改訂前（時間額） 引上げ額

千葉県最低賃金 777円 756円 21円

業　　　　　種 改 定 額
（時間額）

改 定 前
（時間額） 引上げ額

特
定
最
低
賃
金

調味料製造業 827円 817円 10円

鉄鋼業 867円 857円 10円

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 843円 833円 10円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業 846円 836円 10円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測
量機械器具・理化学機械器具製造業、医
療用機械器具・医療用品製造業、光学機
械器具・レンズ製造業、時計・同部分品
製造業、眼鏡製造業

829円 819円 10円

各種商品小売業 807円 795円 12円

自動車（新車）小売業 838円 827円 11円

•千葉県最低賃金は、パート、アルバイト、嘱託など、名称にかかわらず千葉県内の事業場で働く
全ての労働者に適用されます。

•この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜
勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれませんので、これらの手当を考慮せずとも最低賃金をク
リアしている必要があります。

•詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室（０４３－２２１－２３２８）か茂原労働基準監督署、
又は24時間テレフォンサービス（０４３－２２１－４７００）へお問い合わせください。

発効日：平成25年10月18日

発効日：平成25年12月25日

労働条件
Ｑ＆Ａ

千葉労働局
賃金室から

Q.

A.

有給休暇を取りたいのに、上司が認めてくれません。

茂原労働基準監督署情報コーナー
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歓喜寺は、長生郡睦沢町に所在し、徳川将軍家
ゆかりの由緒ある寺院です。
朱塗りの仁王門で龍が訪れる人たちを、見守って

います。

協会報編集委員 編集後記

表紙の写真

平成26年は、まだス
タートしたばかりです。
「あせらず」「無理せず」
「油断せず」良い年にし
ましょう。

Ａ.Ｓ

協会掲示板
平成26年度　講習会予定

提供：馬渕　利雄 年末年始
無災害運動

来年度の講習会等を次のとおり予定しております。会員皆様のご出席・受講等よろしくお願いいたします。
なお、諸般の事情により実施日、会場を変更する場合がありますのでご了承願います。

今年もよろしくお願いいたします
委員長　篠田　　彰　　関東天然瓦斯開発株式会社
委　員　篠﨑　晋也　　茂原労働基準監督署
　　　　成嶋まさる　　双葉電子工業株式会社
　　　　神村　哲夫………　株式会社茂原アテックス
　　　　藍野　弘次　　藍野社会保険労務士事務所
　　　　田邉　良一　　株式会社ジャパンディスプレイ
　　　　片岡　　薫　　（一社）茂原労働基準協会

平成26年は、ま
だスタートしたば
かりです。「あせら
ず」「無理せず」「油
断せず」良い年に
しましょう。

Ａ.Ｓ

講習等の名称 実施日（予定） 会　　場（予定）

新入社員・新入者等安全衛生教育 ５月13日 茂原市役所市民室

全国安全週間説明会 ・
安全管理講習会

６月６日 AM
６月６日 PM
６月９日 PM

いすみ市商工会大原支所
大多喜町中央公民館
茂原市役所市民室

安全管理者選任時研修 ６月19・20日 三井化学㈱ 講堂

危険予知訓練（ＫＹＴ）実践講習 ６月25日 茂原市役所市民室

全国労働衛生週間説明会・
衛生管理講習会

８月27日 AM
８月27日 PM
８月29日 PM

いすみ市商工会大原支所
大多喜町中央公民館
茂原市役所市民室

玉掛け技能講習（学科２日） 
　　　〃　　　（実技１日）

学科　９月２・３日 
実技　９月①班 ６日 ②班 13日

学科　茂原市役所市民室
実技　三井化学㈱ 講堂

フォークリフト運転技能講習（学科１日） 学科　９月30日 茂原市役所市民室

　　　　　　〃　　　　　　（実技３日） 実技　①班 10月４・５・11日 
　　　②班 10月12・18・19日 三井化学㈱ 講堂

有機溶剤作業主任者技能講習（学科２日） 11月５・６日 茂原市役所市民室

事業所視察研修 11月14日 未定

職長等監督者安全衛生教育 11月27・28日 茂原市役所市民室

労務管理講習会 11月28日 茂原市役所市民室

５トン未満クレーン運転業務特別教育（学科１日）
　　　　　　　 　〃　　　 　 　　　（学科１日)

12月５日
12月６日

茂原市役所市民室
双葉電子工業㈱長生工場

労務管理講習会 12月10日 茂原市役所市民室

粉じん作業特別教育 ２月19日 三井化学㈱ 講堂
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