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新 会 長 就 任 の ご 挨 拶

着 任 の ご 挨 拶

この度、伊藤会長の任期満了をうけまして、総会後
の理事会にて会長の大役を仰せつかりました双葉電子
工業㈱の渋谷と申します。微力ではございますが尽力
して参りますので、皆さまのお力添えを賜ればと存じ
ます。

最近の国内状況は、新型コロナウィルス感染症まん
延防止等重点措置が終了したものの、コロナ前の経済
状態に戻るには程遠く、また、ロシアとウクライナの
国際紛争等により、原材料価格の上昇等の影響もあり、
景気の先⾏きに不透明感が強まっています。皆さまの
事業活動にも大きな影響があることと存じます。

これからのウイズコロナ時代においては、感染リス
クの低減に向けた取組みが大切になります。事業所に
おいては、テレワーク導入で働き方が大きく変化し、
労働者のメンタルヘルス、健康問題など、様々な対応
が必要となるケースもあろうかと思います。また、コ
ロナ感染者の中には、罹患後の後遺症について、悩み
や不安を持たれる方がおられます。事業者は、当面の

一般社団法人茂原労働基準協会の皆様におかれまし
ては、労働災害の防止はもとより、当署の業務運営に
つきまして日頃より格別のご理解とご協力を賜り厚く
お礼申し上げます。　

本年４月１日付けで茂原労働基準監督署長に着任し
ました菊池と申します。どうぞよろしくお願い致しま
す。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、
皆様におかれましては感染防止対策を講じながら各種
安全衛生活動にお取組みをいただいていることと存じ
ます。皆様のご努力に心から敬意を表するものであり
ます。

さて、今年も６月を準備期間、７月１日から７日ま
でを本週間として、全国安全週間が実施されます。近
年は高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛など労働
者の作業⾏動に起因する労働災害が増加しており、当

間様々な対応が求められる事
から、その対応には細心の注
意を払うようにお願い申し上げます。

当協会といたしましては、ウイズコロナ時代に即し
た情報の提供や、新型コロナウィルス感染症の感染予
防対策を実施した上での各種講習会、説明会および研
修会を通して、労働安全衛生法並びに関係法令の周知
を図り、労働者の安全と健康確保、そして事業の発展
に寄与できるよう努めて参りたいと存じます。

そのためにも、⾏政ご当局の変わらぬご指導・ご鞭
撻と会員各社のご支援・ご協力を賜りますよう心より
お願い申し上げます。

今年の全国安全週間のスローガンは、「安全は　急
がず焦らず怠らず」です。労働災害防止に向け、職場
での安全に対する意識を高め安全活動に取り組んでい
きましょう。

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、ご挨拶とさせていただきます。

署管内においても例外ではあ
りません。今年度のスローガ
ンは「安全は　急がず焦らず怠らず」であり、労使双
方における基本ルールの徹底や余裕のある業務体制の
構築等労使一丸となった取り組みが求められていると
ころです。

当署におきましては、引き続き管内の感染症の状況
を注視しつつポストコロナ時代を見据え、貴協会と連
携を図りながら労働者が安心して安全に働ける環境の
確保に向け着実に取り組みを⾏う所存でございます。
皆様の引き続きのご協力を賜りますようお願い申し上
げます。

最後に、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健
勝を心より祈念いたしまして着任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　渋 谷 育 男

茂原労働基準監督署　署長　菊 池 美 香
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今年度の総会は昨年同様に新型コロナウイルスの予防を鑑み、去る５月30日15時よりホテル一
宮シーサイドオーツカにおいて、理事、監事のみ出席（委任状含む計275社）のもと開催されました。

伊藤会長より当協会事業活動への謝辞が述べられた後、議案審議に入り、各号議案については
全員意義なく承認されました。

議　事
議案第１号　理事並びに監事の任期満了に伴う選任の件　提案のとおり選任について承認されました。
議案第２号　2021年度事業報告及び決算内容報告の件　出席者全員意義なく了承されました。
議案第３号　2022年度事業計画及び予算内容報告の件　出席者全員意義なく了承されました。
議案第４号　支部制（支部理事）取り扱い（第１回理事会決議報告）支部制廃止について出席者全員意義なく了

承されました。

2021年度  決 算 報 告 2021年度  貸借対照表単位：円
単位：円

区　　　分 営利事業 非営利事業 合　　計

経
常
収
益

受取会費 正会員会費 0 3,088,000 3,088,000
事業収益 講習会受講料 5,672,950 0 5,672,950

健診委託収入 1,354,908 0 1,354,908
物販販売費 408,589 0 408,589
労働保険委託収入 592,330 0 592,330

雑 収 益 受取利息 0 143 143
雑収益 30,634 0 30,634
労働保険取扱報奨金 993,300 0 993,300

合　　　　　計 9,052,711 3,088,143 12,140,854

経 常 費 用 12,747,460 2,028,098 14,775,558

当期経常増減額 －3,694,749 1,060,045 －2,634,704

法 人 税 等 70,000 0 70,000

当期一般正味財産増減額 －3,764,749 1,060,045 －2,704,704

資産の部 現金・預金 7,403,244

未収消費税等 6,664

保証金 180,000

計 7,589,908

負債の部 源泉預り金 18,781

労働保険預り金 330

未払法人税等 70,000

計 89,111

正味財産合計 7,500,797

負債及び正味財産合計 7,589,908

単位：円 2022年度  代表理事・理事・監事

経
常
収
益

受取会費 正会員会費 3,071,000
事業収益 講習会受講料 7,300,000

健診委託収入 1,350,000

物販販売費 408,000

労働保険委託収入 592,000
雑収益 受取利息 140

雑収益 30,000

労働保険取扱報奨金 993,000

合　　　　　計 13,744,140

経 常 費 用 15,472,300

当期経常増減額 －1,728,160

役　職　名 氏　名 会　社　名

代表理事（会長） 渋谷　育男 ■新 双葉電子工業㈱

理　事（副会長） 伊藤　　光 ㈱ジャパンディスプレイ

〃 三浦　昭宏 ■新 Ｋ＆Ｏエナジーグループ㈱

〃 間明田隆裕 ■新 三井化学㈱

理　事 中村　和稔 ホテル一宮シーサイドオーツカ

〃 飯島　　進 ㈱電洋社

監　事 藏野　　透 神保電器㈱

〃 伊藤　　聡 ㈱藤田製作所

2022年度  収支予算

2022年 定時社員総会2022年 定時社員総会
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令和４年度 全国安全週間令和４年度 全国安全週間

　産業安全に携わる多くの方々の努力により、労働災
害は長期的には減少してきましたが、近年、就業人口
の高齢化による高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰
痛といった、労働者の作業⾏動に起因する労働災害が
顕著に増加していることから、労働災害全体の件数が
再び増加に転じている状況にあります。さらに、死亡
災害も令和３年は増加に転じるなど予断を許さない状
況にあります。
　このような状況において、労働災害を減少させるた
めには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための
基本ルールを徹底し、またそれらを遵守・実⾏するた
めの時間的・人員的に余裕を持った業務体制を構築す
ることが重要です。そのため、令和４年度の全国安全
週間は、以下のスローガンの下で取り組みをお願いし
ます。

◆スローガン
「安全は　急がず 焦らず 怠らず」

◆実施期間
　令和４年７月１日から７月７日まで
　本週間の実効を上げるため、令和４年６月１日から
６月30日までを準備期間とする。

◆実施事項
⑴　全国安全週間（準備期間含む）に実施する事項

①　安全大会等での経営トップによる安全への所
信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意
識の高揚

②　安全パトロールによる職場の総点検の実施
③　安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、

安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を
通じた自社の安全活動等の社会への発信

④　労働者の家族への職場の安全に関する文書の
送付、職場見学等の実施による家族への協力の
呼びかけ

⑤　緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
⑥　「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国

安全週間にふさわしい⾏事の実施
⑵　継続的に実施する事項

①　安全衛生活動の推進

ア　安全衛生管理体制の確立
イ　安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛

生教育の実施等
ウ　自主的な安全衛生活動の促進
エ　リスクアセスメントの実施
オ　その他の取組

②　業種の特性に応じた労働災害防止対策
ア　小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次

産業における労働災害防止対策
イ　陸上貨物運送事業における労働災害防止対

策
ウ　建設業における労働災害防止対策
エ　製造業における労働災害防止対策
オ　林業の労働災害防止対策

③　業種横断的な労働災害防止対策
ア　高年齢労働者、外国人労働者等に対する労

働災害防止対策
イ　転倒災害防止対策
　　『STOP！転倒災害プロジェクト』
ウ　交通労働災害防止対策
エ　熱中症予防対策
　　『STOP！熱中症 クールワークキャンペーン』

令和４年度全国安全週間（令和４年７月１日～７日）の実施について
全国安全週間は、安全意識の高揚と安全活動の定着を図ることを目的に、

昭和３年に初めて実施され、今年で95回目を迎えます。
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令和４年４月1日付の人事
異動により茂原労働基準監督
署の職員が替わりましたので
ご紹介させていただきます。
◎印を付けた職員が転入職員
です。会員の皆様よろしくお
願いいたします。

茂原労働基準監督署　人事異動情報茂原労働基準監督署　人事異動情報

署 長 ◎菊 池 美 香 千葉労働基準監督署より転入

監 督 課 長 徳　武　清　人
安全衛生課長 ◎朝　生　和　弥 木更津労働基準監督署より転入

労 災 課 長 石　本　光　明
労働基準監督官 大　野　雅　俊
労災課 一般職員 ◎川　名　優　香 船橋労働基準監督署より転入

労働基準監督官（再任用） 髙　安　俊　行

茂原労働基準監督署　　用務案内 電話：0475－22－4551

監督課
　◦適用事業報告・就業規則届受付
　◦労働時間に関する各種届受付
　◦賃金・労働時間・解雇等労働条件関係各種相談
総合労働相談コーナー
　◦労働問題全般に関する相談
　◦都道府県労働局長による助言・指導
　◦紛争調整委員によるあっせん受付

　安全衛生課
　　◦労働者死傷病報告受付
　　◦各種健康診断報告受付
　　◦設置届及び特定機械等の検査
　　◦安全衛生関係各種相談
　労災課
　　◦労働保険適用関係
　　◦労災保険給付に関する各種請求受付及び相談

転入職員の自己紹介

木更津署から茂原署に赴任してまいり
ました。茂原署は初めての勤務となり、
県内の監督署で唯一勤務がなかった勤務
地でもありますので、楽しみにしており

ました。
これから、管内情勢を把握して、様々な課題等に向き合い、
安全衛生業務を進めてまいりたいと思っております。
令和３年の労働災害の発生状況を見ますと、残念ながら、
令和2年と比較すると、新型コロナウイルス感染症を含んで
も増加傾向にありますので、より一層の労働災害防止の取組
みが必要であると考えます。
令和４年度も昨年度に引き続き、会員事業場の皆様と、新
型コロナウイルス感染症の拡大阻止と労働災害防止の推進に
努めてまいりたいと思いますので、今後とも、どうぞよろし
くお願いいたします。

船橋労働基準監督署より茂原労働基準
監督署に転入してまいりました、労災課
の川名と申します。前任地でも労災課に
て勤務しておりました。今年度も同様に

管内事業場の労働保険適用関係業務および労災補償業務に携
わらせていただきます。
茂原をはじめとする管内エリアは外房の豊かな山・海を有
していると聞きます。私自身自然豊かな落ち着いた環境が好
きという点でも、前任地とは異なる特色を持った土地で見識
を広められるという点でも、着任を
楽しみにしておりました。
ご利用者様へのわかりやすく丁寧
な対応を心がけていく所存で取り組
んでまいりますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

安全衛生課長

朝生 和弥
労災課 一般職員

川名 優香

クールワークキャンペーン
厚生労働省の職場における熱中症予防ポータルサイト
学ぼう！ 備えよう！ 職場の仲間を守ろう！ 職場における熱中症予防情報

（https://neccyusho.mhlw.go.jp/）では、熱中症予防の取組を紹介しています。

STOP! 熱中症 令和４年５月～９月

― 熱中症予防対策の徹底を図ろう ―
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講　習　名 実 施 予 定 日

安全管理者選任時研修（２日間） 7月26日、27日
危険予知訓練(KYT)実践講習　（１日×２回） ①8月18日、②19日

●玉掛け技能講習 (学科２日間、実技１日間)
学　科：9月8日、9日
実技①：9月10日
実技②：9月11日

●フォークリフト運転技能講習
　(学科１日間、実技３日間：２班編成)

学　科：9月22日
実技①：9月23日、24日、25日
実技②：9月30日、10月1日、2日

●有機溶剤作業主任者技能講習（学科２日間） 11月8日、9日

職長等監督者（２日間） ①11月15日、16日
②23年1月26日、27日 【追加】

５トン未満クレーン運転特別教育
(学科１日、実技0.5日：午前午後の２班編成)

学　科：11月28日
実　技：12月3日

粉じん作業特別教育（１日） 12月9日

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、感染予防のため会場等の都合で日程変更或いは中止となる場合があり
ますので、各講習にご応募の際は協会事務局宛に事前確認をお願いいたします。

2022年度 各種講習会・説明会のお知らせ（7月以降）

１．修了証旧姓等の併記について
2021年４月１日に「労働安全衛生規則」が改正され、これにより2022年４月１日から各種技能講習の

修了証氏名欄に旧姓を使用した氏名又は通称を併記できるようになりました。
併記を希望する方は、講習申込の際に氏名等が確認できる以下の書類を添付してください。 
旧姓を使用した氏名等は、修了証の⼾籍上の氏名に続けて括弧内で表示します。

①　旧姓 ：住⺠基本台帳法施⾏令に規定する旧氏を指し、⼾籍謄本のほか、住⺠票の写し等公的機関の
証明書により確認できる場合に併記できます。

②　通称 ：住基法施⾏令に規定する通称を指し、住⺠票の写し等公的機関の証明書により確認できる場
合に併記できます。

２．「各社窓口担当者」登録について
各種講習の手続きにあたり「各社窓口担当者」を登録いただくと、募集案内、受講申込書、本人確認

書類をEメールで授受するなど情報提供の迅速化や効率化をはかることができます。
常時登録を受け付けておりますので是非ご登録をお願します。

【登録方法】ご担当者氏名、電話、ＦＡＸ、公用Ｅメールアドレスを下記協会アドレス宛に配信くだ
さい。

協会事務局 E-mail：mokikyou@smile.ocn.ne.jp

講習募集要領等について

講習会予定

協会だより協会だより❶❶

●は労働局登録技能講習です。
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協会感謝状贈呈• •
　去る５月30日の社員総会終了後、同日付で退任
された協会理事と2021年度末の技能講習講師解任
者に対し、長年の協会ご尽力への感謝のしるしとし
て伊藤会長から慰労品が贈呈されました。

氏　　名 表彰理由

戸井田英一 様 協会理事（８年間）

徳元　秀行 様 協会理事（６年間）

村田　雅紀 様 協会理事（４年間）

岡本　幹夫 様 玉掛講習学科講師

みんなに伝えたい!   特定健康診査‼夷隅保健所からの

お知らせ

長生保健所からの

お知らせ

特定健康診査（特定健診）とは？ 特定健康診査のメリットとその流れ

夷隅地域　　　　　　　 は糖尿病が多い⁉

　生活習慣病の早期発見をするために、40～74歳を
対象とした健診です。高血圧、脂質異常症、糖尿病な
どの生活習慣病は、動脈硬化を進行させ、心疾患や脳
血管疾患を引き起こします。

　夷隅地域は、特定健診受診者の３人
に１人が、糖尿病にかかっている、あ
るいは疑いのある人で、千葉県内で
ワースト３位に入っています。
　糖尿病の初期は、自覚症状がないた
め放置しやすいです。そのまま放置す
ると、腎不全になり透析が必要になっ
たり、失明することがあります。

特定健診を利用して早期発見をしましょう！
（参考）
◦千葉県：千葉県特定健診・特定保健指導のデータ集計結果(令和元年度・速報)
　https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/seikatsushuukan/syuukeikekka-rl.html
◦千葉県：特定健診・特定保健指導について
　https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/seikatsushuukan/tokuteikenshin.html

勝浦市・いすみ市
大多喜町・御宿町

　特定健診を受けることで、からだの中の状況がわかり、
健康状態を確認することができます。
　生活習慣病の改善が特に必要な方には、医師・保健師・
管理栄養士等が生活習慣を見直すサポートをします！

①健康チェック ②早期発見 ③必要に応じてサポート③必要に応じてサポート

作　成：三育学院大学看護学部２年生
発　行：夷隅地域・職域連携推進協議会
事務局：千葉県夷隅保健所（夷隅健康福祉センター） 令和4年6月

１年に１回は
受診しましょう!

チーバくん

協会だより協会だより❷❷

　長生保健所地域・職域連携推進協議会では、糖尿病の重症化予防に取り組んでいます。
長生管内は糖尿病予備群・該当者が多い圏域です。予防促進のためリーフレットを本会
報に同封いたしましたので、是非ご確認ください。

　血糖を下げるためには体重の３～５％の減量が良いといわれています。働く方の健康は、ご家族に
とっても大切なことはもちろん、職場の仕事を遂行するためにも大切です。

毎年、健康診断を受けて、ご自身の数値を確認しましょう。目指せ３％減量！

お勤めの方も糖尿病の
　重症化予防に御協力ください

POINT!

◦　　長生・夷隅健康福祉センター情報　　◦

夷隅地域
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協会掲示板協会掲示板

７月に咲く花を求めホームセンターを眺め
ていたら「カワラナデシコ」が目に留まりま
した。ナデシコの中でも主に日本に多く自生
しており、秋の七草にも入っているほど日本
と親しみのある花です。ピンクは「純粋な愛」、
赤は「純粋で燃えるような愛」、白には「器用、
才能」という花言葉がつけられています。

表紙の写真 河原ナデシコ

会員事業所、労働保険委託事業所の
登録内容変更届について

　会社基本情報に変更が発生した際は、下表の届出票を作成の上、メール・FAXにて当
協会事務局までお知らせくださいますようお願い致します。
　尚、届出帳票は協会ホームページの「会員・労働保険委託事業所の登録内容変更」へ掲
載しております。

注：②労働保険事務組合の届出は、変更内容によって別途提出していただく書類がありま
すので事前に協会までご確認下さい。

●協会事務局Eメール：mokikyou@smile.ocn.ne.jp

今は安全週間についてお祭りのような感じは
しませんが、古い資料を読むと、某夢の国のパ
レードのように、複数のトラックに安全週間の
スローガンなどを掲示し、そのトラックの荷台
に労働者が乗って街中をパレードしている写真
などが残っています。いつの時代でも「元気に
出勤して元気に帰宅する」ということは労働者、
使用者、家族の願いなのだと思います。　  （K.T）

編集後記

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。

金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人
以下の事業主と
なります。卸売の事業・サービス業にあっては、100人

その他の事業にあっては、300人

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。

委託できる事業主は…

使用帳票名 届出要件

① 会社基本情報変更届 社名、所在地、講習窓口担当者等の変更

② 労働保険事務組合 登録内容変更届 社名、代表者名、事業内容、所在地等の変更

労働保険事務組合の業務紹介

2022年７月発行一般社団法人 茂原労働基準協会報( ）8


