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様 な々労働者にマッチした施策へのお手伝い

新 年 の ご 挨 拶

新年あけましておめでとうございます。会員の皆さま
におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。平素は当協会の事業運営につ
きまして、ご支援ご協力を賜り、心から御礼申し上げま
す。また、茂原労働基準監督署をはじめとする行政機関
各位におかれましては、日頃からのご指導に深く感謝い
たします。
また、昨年は台風15号、19号、10月の豪雨と千葉県は
大きな災害に見舞われました。このたびは、被災された
会員各位、関係各位並びにご家族の皆さまに心よりお見
舞い申し上げます。
さて、千葉県の労働災害については、平成30年度の死
亡事故は28件と前年に比べ34.9％減少しましたが、休業
４日以上の労働災害発生件数は5,535件と8.5％増加して
います。これは、サービス業などでの労災増加に加え、
高年齢労働者の増加などが影響していると言われていま
す。さらに外国人労働者も増えており、充分なコミュニ

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様には健やかな新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
昨年の台風15、19号、10月豪雨の被害により被災され
た皆様には衷心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い
復旧をお祈り申し上げます。昨年は、自然災害の猛威を
身もって体験しました。千葉県は自然災害の被害に遭う
ことが比較的少なかったのですが例外では無かったよう
です。今後は、台風、大雨はもとより近い将来発生が予
想される首都直下型地震に備える必要があることを痛感
しました。
今年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催さ
れます。昨年は、ラグビーワールドカップで盛り上がり
ましたが、今年はそれ以上の盛り上がりが期待されると
ころです。当署管内においても競技種目のサーフィンの
会場となっており多数の観客が来場することと思われま
す。ラグビーワールドカップに匹敵するほどの盛り上が
りを期待したいところです。
さて、令和も２年目となり、時間外労働の上限規制が
大企業の皆様には一足先に適用されておりますが、４月
１日から中小企業の皆様にも適用されることになります
ので対応できるよう準備をお願いします。その他に大企

ケーションをとることが難しく
なっていることも影響している
のかもしれません。
我々企業も今までと同じ安全

対策を続けるだけでは十分な効果を上げられなくなって
きているのかもしれません。高年齢労働者に対する対応、
外国人労働者に対する対応、現場で活躍する女性への対
応など、新しい知見を踏まえた対策を取り入れ、多様な
業種、幅広い世代、様々な出身国の労働者にマッチした
施策を進めていく必要があるかと考えます。
力は及ばないかもしれませんが、当協会もこうした取

り組みのお手伝いが少しでも出来ればと考えております
ので、会員の皆さまには、是非お気軽にご利用いただけ
ればと思います。
最後に令和の世は、災害と経済の停滞と縁が切れ、気

分も景気も上向きに向かいますようお祈りして、あいさ
つとさせていただきます。

業の皆様は、同一企業内におい
て、正規雇用労働者と非正規雇
用労働者の間で基本給や賞与な
どの個々の待遇ごとに不合理な
待遇差が禁止されることになりますのでご留意くださ
い。働き方改革もいよいよ佳境に入ってまいりました。
また、労働災害は、休業４日以上の死傷者数が10月末

現在173件で前年同月比６件の増加となっており、第13
次労働災害防止計画の目標である「2017年と比較して
2022年までの５年間で５％以上減少」には程遠い数値と
なっております。特に転倒、墜落・転落、腰痛の３つの
災害が上位を占めており、これらの災害を防止すること
で大幅に災害を減少させることが可能です。死亡災害は、
平成30年は０件でしたが、昨年は２件発生しております。
労働災害の原因としては①高年齢労働者の増加②人手

不足による経験の乏しい労働者の増加③安全衛生教育の
未実施等が考えられます。
このような状況の中、本年も全ての人々が安全で安心

して働ける職場環境を実現するため各種施策を展開して
まいります。
最後に会員皆様の益々のご発展とご健勝を祈念いたし

まして新年のご挨拶とさせていただきます。

（一社）茂原労働基準協会　会長　村 田 雅 紀

茂原労働基準監督署　署長　髙 安 俊 行
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協会だより

12月14日15時より茂原市役所・市民室にて、52社
の参加を頂き、次の内容にて開催いたしました。

全国労働衛生週間説明会

大多喜会場

高城安全衛生課長様

2019年度の説明会及び衛生管理講習会を８月28日、30日にかけて、
大多喜会場24社、茂原会場65社の参加を頂き開催いたしました。
説明会では、茂原労働基準監督署髙安署長様、高城安全衛生課長様
より、週間の趣旨、実施要領等の説明がありました。
また、衛生管理講習会は「改正健康増進について」について日本た
ばこ産業㈱高橋主任様よりご講演を頂きました。

労務管理講習会

〇「年末年始無災害運動実施要領」説明等
　　茂原労働基準監督署　髙安署長様
〇「仕事と育児・介護の両立支援制度及び
　　両立支援助成金」について
　　千葉労働局雇用環境・均等室殿

日本たばこ産業㈱高橋主任様 茂原会場

労働保険事務組合の業務紹介

　労働保険事務組合が処理できる労働保険
事務の範囲は概ね次のとおりです。
①概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置
届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
⑥一般拠出金等の申告及び納付に関する事務

　当協会は、「労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって行う厚生労働大臣の認可を
受けた労働保険事務組合」の業務委託を取扱っております。

委託できる事業主は・・・ 委託できる事務の範囲

◦金融・保険・不動産・小売業
にあっては、50人以下

◦卸売の事業・サービス業
にあっては、100人以下

◦その他の事業
にあっては、300人以下

委託をご希望なされる事業主様（一人親方は除く）は、当協会までご連絡をお願いいたします。
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監督課からのお知らせ
労働基準法改正に
伴い、令和２年４月
１日以降のみを協定
期間とする36協定に
つきましては、限度
時間が適用除外・猶
予されている事業や
業務を除き、届出様
式が変わり、これま
で使用されていた様
式では受理できなく
なります。
届出内容が大幅に
変更されております
ので、早めの準備を
お願いいたします。

上記に関する問い合わせは、茂原労働基準監督署監督課（０４７５－２２－４５５１）へご連絡ください。

安全衛生課からのお知らせ

仕事中のケガや病気、労災は、本来あってはならな
いものですが、残念ながら増えています。
自分のことと思わないかもしれませんが、仕事中の
様々な行動が労災につながる可能性を持っていますか
ら、あなたも労災にあうかもしれません。
例えば、こんな労災が多くなっています。

では、このような労災にあわないためにはどうした
らいいか、以下を参考にみなさんも考えてみましょう。

▶労災ランキング
ワースト1　転ぶ　転倒

材料を取りに行こうとしたら、床が濡れて
いて滑った。
荷物を持って歩いていたら、廊下の段差に躓いて転んだ。
ワースト2　転落　墜落・転落

棚の荷物を取るため踏み台に乗ったところ、バランスを
崩して転落した。
書類を見ながら階段を下りていたら、踏み外して転落した。
ワースト3　腰痛　動作の反動・無理な動作

介助作業をしていたところ、作業の姿勢が悪かったため
に腰を痛めた。
倉庫の整理中、床の荷物を持ち上げようとしてぎっくり
腰になった。

このような労災の５～６割は、骨折などによって１
か月以上も仕事を休むほど大きなケガになっています。
さらに、痛みが残ったり、動きが悪くなったり、い
わゆる後遺症が残ってしまう場合も少なくありません。

▶労災にあわないために
転倒の防止

床に水などをこぼしたり水拭きした後
は、乾くまで注意しましょう。
段差にスロープを置いて、できるだけ
台車で荷物を運びましょう。
段差を目立つように表示しましょう。

墜落・転落の防止
踏み台や脚立に乗るときは、体を安定させて作業しま
しょう。
階段は手すりにつかまりながら昇り降りしましょう。

腰痛の防止
正しい作業姿勢をとってから、介助作業に入りましょう。
荷物の重さを確認して、腰を落として抱えるように持
ち上げましょう。
荷物が重いときや、介助作業の内容によっては、二人
以上で作業しましょう。

　働くみなさんが労災にあわないために、職
場で決められたルールを守り、安全に仕事を
することはもちろんのこと、一人ひとりが、
労災防止の意識を持つようにお願いします。

茂原労働基準監督署情報コーナー

─ 働くみなさんへ　【労災増加中】　労災防止の主役はみなさんです ─

2020年１月発行一般社団法人 茂原労働基準協会報( ）4



千葉労働局賃金室から最低賃金のお知らせ

千葉労働局ホームページ　https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/

必ずチェック　最低賃金！　使用者も　労働者も
最低賃金件名 最低賃金額時間額（円） 発効年月日 最低賃金の適用について

〔地域別最低賃金〕
千 葉 県 最 低 賃 金

９２３ 令和元.10.1 千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用され
ます。ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びそ
の使用者には、該当する特定最低賃金が適用されます。

※注　　はん用機械器具製造業…家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業（他に分類されな
いはん用機械・装置製造業を除く）及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く

　　　　生産用機械器具製造業…建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生
活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業のうち金属用金型・同部分品・附属品製造業、
非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く

◦　支払い賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、
賞与及び臨時の賃金は除外します。

◦　お問い合わせは、千葉労働局賃金室（０４３－２２１－２３２８）又は茂原労働基準監督署（０４７５－２２－４５５１）へお尋
ね下さい。

特

定

最

低

賃

金

調 味 料 製 造 業
（味そ製造業を除く。） ９２３ 令和元.10.1

＊調味料製造業の特定最低賃金（889円）は、令和元年度は改正さ
れないため、この額を上回る「千葉県最低賃金（923円）」が適
用されます。

鉄 　　  鋼　　　 業 ９９３ 令和元.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
⑴　18歳未満又は65歳以上の者
⑵　雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶　清掃又は片付けの業務に主として従事する者

はん用機械器具、
生産用機械器具製造業※注 ９２３ 令和元.10.1

＊はん用機械器具、生産用機械器具製造業の特定最低賃金（922円）
は、令和元年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最
低賃金（923円）」が適用されます。

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
電球・電気照明器具製造業、
電気計測器製造業及びこれら
の産業において管理、補助的
経済活動を行う事業所を除く。

９５１ 令和元.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
⑴から⑶は上記に同じ
⑷　次に掲げる業務に主として従事する者

イ　主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作
が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のう
ち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みが
き、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務

ロ　塗油、検品の業務
ハ　手作業による袋詰め、包装の業務
ニ　軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務

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

９２３ 令和元.10.1

＊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、眼鏡製造業の特定最低賃
金（887円）は、令和元年度は改正されないため、この額を上回
る「千葉県最低賃金（923円）」が適用されます。

各 種 商 品 小 売 業
注：衣・食・住にわたる各種の

商品を小売する事業所で、
その事業所の性格上いずれ
が主たる販売商品であるか
が判別できない事業所

９２３ 令和元.10.1

＊各種商品小売業（868円）は、令和元年度は改正されないため、
この額を上回る「千葉県最低賃金（923円）」が適用されます。

自 動 車（ 新 車 ） 小 売 業 ９２3 令和元.10.1

＊自動車（新車）小売業（922円）は、令和元年度は改正されないため、
この額を上回る「千葉県最低賃金（923円）」が適用されます。

895円から28円引上げ

895円から28円引上げ

965円から28円引上げ

922円から１円引上げ

928円から23円引上げ

895円から28円引上げ

895円から28円引上げ

千葉県最低賃金と同額

千葉県最低賃金と同額

千葉県最低賃金と同額

千葉県最低賃金と同額

千葉県最低賃金と同額

922円から１円引上げ

茂原労働基準監督署情報コーナー
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編集後記

協会掲示板

近年、冬場に氷を見ることが少なくなりまし
た。温暖化・少雨などの影響かと思いますが？
小学生の時、道路の氷をパリパリ割りながら通っ
たり、氷柱をパキッと折って食べたことを思い
出します。これから一段と寒い時期に入ります。
体調管理に気を付けてお過ごしください。

表紙の写真
昨年は大きな災害に何度
も見舞われ、自然の脅威を
感じるとともに、非常時に対する備えの甘さ
を痛感した年でもありました。
心のどこかで「自分だけは大丈夫」と思っ
ていたことの甘さも捨て、想定外と言わない
ための準備をしていきたいと思います。（Ｍ・Ｓ）

  寒さ本番‼

2020年度
講習会予定

　各講習・教育を次のとおり予定しております。会員
皆様の受講・参加等よろしくお願いいたします。
　なお、会場等の都合で実施日等が変更になる場合が
ありますのでご了承願います。

講習等の名称 実施予定日

有機溶剤作業主任者技能講習（２回開催） ①４月15．16日
②11月10．11日

新入者等安全衛生研修（２回開催） ①５月11日　②５月12日
安全管理者選任時研修 ６月９．10日
危険予知訓練（ＫＹＴ）実践研修（２回開催） ①６月23日　②６月24日

玉掛け技能講習（学科２日）（実技１日） 学科　９月８．９日
実技　①９月12日　②９月13日

フォークリフト運転技能講習
（学科１日）（実技３日）

学科　９月25日
実技　①９月26．27日　10月３日
　　　②10月４．10．11日

職長（監督者）安全衛生教育（２回開催） ①11月17．18日
②11月24．25日

５トン未満クレーン運転業務特別教育（学科１日）
〃　　　　　　（実技0.5日）

学科　11月30日
実技　12月５日

粉じん作業特別教育 12月18日

危険予知訓練（ＫＹＴ）実践研修

フォークリフト運転技能講習

クレーン運転業務特別教育

あなたの血糖値は大丈夫ですか？

本当は怖い糖尿病　糖尿病を放置しないで！
糖尿病が進行して重症化してしまうと、“しめじ”や“えのき”など重篤な合併症になります。

糖尿病の進行・重症化を防ぐために健診を受けましょう！

★長生健康福祉センター地域・職域連携推進協議会では、長生地域の糖尿病重症化予防に取り組んでいます★
千葉県長生健康福祉センター（長生保健所）

定期的に健診を受けると、自分の血糖値や合併症のリスクを確認でき、早期発見・早期対処（治療）を
すれば進行は食い止められます。市町村や職場で行われる健診をぜひ活用しましょう‼

神経の障害　手のしびれ
目の障害　　網膜症→失明
腎臓の障害　腎症→人工透析

壊疽（えそ）　足が腐る→下肢切断
脳卒中
虚血性心疾患　狭心症、心筋梗塞

糖尿病の初期は自覚症状に乏しく、異変に
気付いた時には重症化していることもあります。病気が発見されるのは怖いな。

じ き
め の
し え

2020年１月発行一般社団法人 茂原労働基準協会報( ）6


