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本年度も10月１日から７日まで「全国労働衛生週間」が実施されます。
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民の意識を高め、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などを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で73回目になります。
労働者の健康をめぐる状況は、全国における過労死等事案の労災認定件数が、令和３年度には801件となり、また、仕事
や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を超えております。
また、令和３年の新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、全国で1,900人以上発生しており、
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組の５つのポイント」をはじめ、
各事業場の実態に即した感染症対策を徹底し継続することが求められます。
さらに人生100年時代に向けて高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりを推進していくため、「エイジフレン
ドリーガイドライン」を策定して対策を推進していますが、増加傾向にある転倒・腰痛災害を予防するためには、若年期か
らの健康づくり等の取組も重要です。
このような背景を踏まえ、本年度は、「あなたの健康があってこそ　笑顔があふれる健康職場」をスローガン
に全国労働衛生週間を展開することとしました。
会員の皆様には、新型コロナウイルス感染症拡大防止にも留意しながら、職場における労働衛生意識の高揚を図り、経営
トップが中心となり職場巡視を行うなど自主的な労働衛生活動を行っていただきますようお願い申し上げます。
　令和４年９月

大垣労働基準監督署長　中野　正樹

大垣労働基準監督署、大垣労働基準協会ほかの主催により９月１日、大垣市
情報工房スインクホールにおいて「労働衛生週間準備講習会」を開催しました。
当日はＷＥＢ配信を併用、会場においては十分な間隔を確保しての開催とし、
当日は会場52名、ＷＥＢ53名の参加をいただき開催しました。
冒頭、大垣労働基準監督署中野署長の挨拶に続き、大垣労働基準監督署古川
産業安全専門官より「労働衛生週間の取組について」と題して講話が行われま
した。引き続き岐阜県西濃保健所健康増進課のご担当者をお招きし「職場の健
康づくり」と題して、コロナウイルス感染症に係る現状、西濃地域で働く人の
健康に係る状況を踏まえた上での留意点などについて説明をいただきました。
最後に、当協会衛生委員会を代表して協会監事の大垣西濃信用金庫倉橋部長からの閉会挨拶により終了しました。
近年労働衛生をめぐる課題は現場で扱う有害物質等に加え、熱中症の増加、過重労働対策、メンタルヘルスなど拡大と複
雑化が続いています。これら課題への真剣な取組により職場の健康づくりを成し遂げ、本年度スローガンにある「笑顔あふ
れる職場」を創ることができれば、働くみなさんがこれまで以上の力を発揮できる企業になっていくのではないでしょうか。
この講習会の模様は、大垣労働基準協会ホームページより動画でご覧いただくことができます。
ぜひともご活用ください。

全国労働衛生週間を迎えるにあたって

2022年度労働衛生週間準備講習会を開催しました 大垣労働基準協会

10月1日より岐阜県最低賃金が改正されます！10月1日より岐阜県最低賃金が改正されます！10月1日より岐阜県最低賃金が改正されます！   ー 30円のアップーー 30円のアップーー 30円のアップー

岐阜県最低賃金 時間額 910円 2022年10月１日から
　県外の事業所についてはその所在県の最低賃金が適用されます。
この改正にともない賃金改定を行う際は、賃金計算期間の途中であっ
ても10月1日以降の賃金が９１０円以上 となっていることが必要です。
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人間ドック・定期健診・特殊健診・環境測定技能講習・特別教育・労働保険事務組合のお申し込みは当協会へ

令和４年７月末速報値における休業４日以上の死傷者数
は、【表】のとおり254人（うち死亡者数０人）、対前年比31人
（13.9％）増となっています。

業種別死傷者数の対前
年比は【グラフ１】のと
おりです。商業等の27人
（37%）増や運送業の11
人（64.7%）増が目立っ
ています。
年齢別による災害の傾
向は、年齢60歳以上の高年
齢労働者が75人（29.5％）
を占めています。【グラフ
２】のとおり、平成24年の
17.9％から11.6ポイント
増加しており、近年高止ま
りが続いています。また、
75人中、36人（48％）が
転倒災害や墜落、転落災害
であり、平衡感覚低下等の
影響と思われる災害が半
数近くを占めています。

（１）製造業【グラフ３、グラフ４】
製造業の死傷者数は、【グラフ３】の
とおり対前年比10人（10.5％）減の85
人となりましたが、金属、機械製造業
は対前年比２人増の27人となっていま
す。
【グラフ４】のとおり事故の型別で
は、転倒やはさまれ・巻き込まれ災害で
合計53％を占めており、機械装置の可
動範囲内侵入時、機械停止等を講じてい
ない災害が多発しています。

（２）建設業【グラフ５、グラフ６】
建設業の死傷者数は、【グラフ５】の
とおり対前年比と同数の34人となりま
したが、土木工事業は４人増加していま
す。
【グラフ６】のとおり事故の型別で
は、転倒や墜落、転落災害で合計44％
を占めており、墜落防止措置の不備やは
しごからの墜落災害が目立ちます（その
他は新型コロナウイルス感染症を含ん
でいます。）。

【表】大垣署管内の休業４日以上の死傷者数（死亡者数は内数）
７月末速報値

の比較
業種

令和３年 令和４年 増減数

死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

全産業 223 3 254 0 +31 -3
製 造 業 95 2 85 0 -10 -2
建 設 業 34 1 34 0 0 -1
鉱 業 0 0 2 0 +2 0
運 送 業 17 0 28 0 +11 0
農林業等 4 0 5 0 +1 0
商 業 等 73 0 100 0 +27 0

令和４年大垣署管内の労働災害発生状況（７月末速報値）
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【グラフ１】
業種別死傷者数の推移
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【グラフ３：製造業】
業種別死傷者数の推移
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【グラフ５：建設業】
業種別死傷者数の推移
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【グラフ２】死傷者数合計に対する年齢60歳以上
　　　　　　高年齢労働者の割合の推移（％）
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社内の安全衛生管理、安全衛生教育などの疑問は当協会へ

（３）運送業【グラフ７、図１】
運送業の死傷者数は前年同期比11人（64.7％）増の28人となっています。
【グラフ７】のとおり事故の型別では、墜落・転落災害と転倒で53％を占
めており、従来から多く発生しているトラック荷台等からの墜落や配送先等

での転倒が目立ちます。
＜運送業の災害事例＞
顧客先で荷物をトラックの荷台に積
み込み、その荷縛りをしていたところ、
誤って足を滑らせ、荷台から地面に転
落した。【図１】。

（４）商業等【グラフ８、グラフ９】
　商業等の死傷者数は、【グラフ８】の
とおり対前年比27人（37.0％）増の100人
となり、昨年に引続き大幅な増加となって
います。商業等で増加が目立った業種は、
卸売業であり、対前年比６人（300％）増
となっています。
【グラフ９】のとおり事故の型別では、
転倒災害が30%を占めており、床面の濡
れ、整頓不足が原因であるものが多く発生
しており、定期的な職場の転倒リスクの把
握とその低減化が必要な状況です。

大垣労働基準協会では、労働安全衛生法に定められた技能講習、特別教育、その他各種講習を行っており、会員事業場のみ
なさまに受講いただいています。これら講習は受講生に多くの知識と体験を職場に持ち帰っていただくことで「今よりもっ
と安全で健康な職場づくり」につなげていただくためのものであり、協会事務局はより具体的、より実践的な教育内容とす
べく、日々改善を図っております。
学科講習については、講師と事務局との間で随時協議を行うとともに、外部講習の受講も含め講師の能力向上を図るべく
研鑽に努めています。
また、受講生のみなさんが職場の安全衛生に貢献していただくためには、より実践的な実技教育が重要であると考え、実
務教育の充実に努めています。今回はその一部をご紹介させていただきます。

【低圧電気取扱者特別教育】
専用に製作した演習用の開閉装置盤や漏電ブレーカー、感電体験装置などにより、実
際に検電器等を使いながら、７時間の実技教育を行います。

【アーク溶接従事者特別教育】
これまでは被覆溶接棒溶接機のみの実技教育でしたが、半自動溶接機を新たに購入し、
本年12月以降２種類の溶接実技を行います。　　　　　　　　　　　　　　　

【局所排気装置自主検査者講習】
実技教育用に製作したプッシュプル式を含めた局
所排気装置などを用いて点検作業、風速計等を用いて
の風速測定などを行います。この講習は岐阜県内では
当協会のみが行っており、県外を含め各地から受講申
込みを頂いています。
各種講習等については、一定数の受講者があれば、
臨時開催や事業所での出張開催にも対応します。ま
た、新たなジャンルの講習の開催などのご要望など事
務局あてお寄せください。

【低圧電気】

【局所排気装置】【半自動溶接機】

【図１：墜落、転落災害】
トラック荷台での荷縛り作業からの転落

大垣労働基準協会がおこなう講習・教育について　 大垣労働基準協会
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安全衛生旗などの用品、ポスター、図書の購入は当協会へ

令和３年度に大垣労働基準監督署に寄せられた労働相談の件数は
3,033件で、前年度よりも269件（8.1％）少なくなっていますが、令
和元年度以降は3,000件台で推移しており、高止まりの状況になって
います。
新型コロナウイルス感染症に関する相談件数は、前年度が547件

（相談全体の約17％）であったのに対し、令和３年度は182件（相談
全体の約６％）と大きく減少している点が特徴的です。

【相談内容別ランキング】
令和３年度の労働相談の内容を見てみましょう。前年度と比べて相
談内容別ランキングにも変化が見られました。

第５位 　休業手当関係（7.8％）　

➡

R２年度第３位（14％）
会社都合で労働者を休業させる場合に、平均賃金の６割以上の金
額で計算した休業手当を支払わなければなりません。休業手当の相談
は新型コロナウイルス感染症関係で多くなっています。
ＱＱ��　従業員が発熱などの症状があるため、自主的に休んでいます。
休業手当の支払いは必要ですか。
Ａ��　新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症
状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様
に取り扱っていただき、年次有給休暇や病気休暇制度を活用す
ることなどが考えられます。
　�　一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労
働者を休業させる措置を取る場合のように、使用者の自主的な判
断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由
による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
　　�新型コロナウイルス感染症に関するQ＆A（企業の方向け、労
働者の方向け）は、厚生労働省のホームページに掲載されてい
ます。厚生労働省ホームページのサイト内検索で「新型コロナ
ウイルス感染症Q＆A」と検索してください。

第４位 　ハラスメント関係（8.2％）　 ➡R２年度第５位（９％）
職場内でのハラスメントに関する相談は、近年増加傾向にあります。
職場におけるさまざまなハラスメントのうち、「セクシュアルハラ

スメント」、「妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント」、「パ
ワーハラスメント」については、法律で事業主に対策が義務付けられ
ています。
特にパワーハラスメントの防止措置を講じることについては、改正

労働施策総合推進法の施行により、中小企業においても令和４年４月
１日から既に義務化されているところです。
　　�職場でのハラスメントは、従業員の働く意欲の低下や心身の不
調、あるいは能力発揮の阻害、ひいては職場環境の悪化などの
様々な問題を引き起こす可能性がありますので、ハラスメント
を正しく理解し、適切な防止措置を講じましょう。

※�職場のハラスメントの予防・解決に向けた情報提供のためのポー
タルサイト「あかるい職場応援団」もご活用ください。

第３位 　解雇関係（11.5％）　

➡

R２年度第２位（15％）
解雇は使用者から一方的に労働契約を終了させるものなので、労働
者の生活に多大な影響を及ぼします。
労働者を解雇する場合には、労働基準法で定める解雇の手続を遵守

するだけでなく、社会の常識に照らして納得できる解雇理由が必要です。
ＱＱ　仕事上のミスが多い従業員を解雇できますか。
Ａ�　労働契約法により、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社
会通念上相当である」と認められない場合は無効になりますの
で、ケースによって個別に考える必要があります。業務にどれほ
どの支障があるか、他の業務に転換できないか、教育によって改
善の見込みがないかなどを踏まえた上で慎重に判断しなければ
なりません。
　�　その上でやむを得ず解雇をする場合には、労働基準法により少
なくとも30日前に解雇の予告をするか、予告しない場合には解
雇と同時に30日以上分の平均賃金（解雇予告手当）を支払うこ
とが必要です。

　　�退職勧奨と言って、使用者が労働者を解雇しないで退職させ
ようとすることがあります。これは、使用者が労働者の退職の
意思表示を促すだけですので、強制することはできません。使
用者が、退職を勧めている労働者に対して1回の面談で数時間
にわたり退職を説得したり、複数の者が同席して労働者に退職
を求めると、退職の強制と解せられることがありますので、注
意してください。

第２位 　賃金不払関係（15.3％）　 ➡R２年度第４位（13％）
賃金不払については、単に働いた分の賃金が支払われない、一方

的に修理代等を控除された等の相談だけでなく、毎月の賃金からの控
除項目がおかしいのではないかといった賃金控除に関する相談や、残
業手当などの割増賃金が支払われないといった賃金不払残業の相談
も多く寄せられています。
また、現在のところ相談は少ないですが、令和５年４月１日から全
ての事業場について１か月60時間を超える時間外労働に対する割増
賃金率が50％となりますので、必要な準備をお願いします。
ＱＱ　従業員の毎月の賃金から控除できるものはどんなものですか。
Ａ�　賃金は原則として、その全額を労働者に支払う必要があります
ので、強制的に賃金の一部を控除（天引き）することはできませ
ん。ただし、税金や社会保険料のように法令で定められているも
のの控除は認められています。それ以外の控除は、労働者の過半
数を代表する者（または過半数労働組合）と労使協定を結んで控
除することになりますが、弁当代、社宅などの福利厚生施設の費
用、親睦会費等、労働者の負担する理由が明白なものでなければ
なりません。
　　�特に、「旅行積立金」や「親睦会費」等については、退職時や
参加できない場合の返還の有無について争いとなるケースが
多く、控除の目的やその金額、返還の有無等について規約で
明確にして労働者に周知するとともに、雇用契約を結ぶときに
は、必ず労働者に明示することが必要です。

第１位 　年次有給休暇関係（17.3％）　➡R２年度第１位（17％）
令和２年度に引き続き、年次有給休暇に関する相談が最も多く寄せ

られました。
労働基準法が改正され、年５日の年次有給休暇の付与が義務化さ

れてから４年以上となりましたが、未だに年次有給休暇を付与しても
らえないといった相談もありますが、最近では有給休暇付与の方法に
ついて問題となる事案が多くなっています。
Ｑ�Ｑ�　うちの会社では、お盆休みの前後に従業員が一斉に年次有給
休暇を合計５日取得することとされていますが、何の説明もなく
会社が一方的に決めたものです。このようなやり方は問題ないの
でしょうか。
Ａ�　年次有給休暇は原則として、労働者が請求する時季に与えるこ
ととされています。
　�　労働者の過半数を代表する者（または過半数労働組合）と労
使協定を結ぶことにより、年次有給休暇の付与日数のうち５日を
超える部分については、事業場全体で一斉に年次有給休暇を与
える等の計画的付与を行うことができます。
　　�年次有給休暇の計画的付与のための労使協定は、労働基準監
督署に届出する必要はありませんが、事業場の見やすい場所
に掲示する等の方法で労働者に周知する必要があります。

令和３年度の労働相談の状況について～相談内容別ランキング～ 大垣労働基準監督署
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ＳＴＯＰ！ハラスメント　仕事の充実は明るい職場づくりから

職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。
１．求人等に関する情報の的確な表示が義務づけられます。
　　求人企業に対して、①求人情報や②自社に関する情報の的確な表示が義務づけられます。
　　・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
　　・求人情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。
２．個人情報の取扱に関するルールが新しくなります。
　　求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはなりません。
　　・業務の目的の明示
　　　�　個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、収集・使用・保管する業務の

目的を明らかにしなくてはなりません。
　　�・業務の目的の達成に必要な範囲内
　　　�　労働者の募集のために必要な範囲で求職者の個人情報を収集・使用・保管する必要があります。

問い合わせは、ハローワーク大垣求人コーナー（0584-73-9296）まで

昨年度県内８か所に設けられている総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談の件数は、20,123件と過去２番目の高水準
でした。相談内容の内訳では「職場内のいじめ嫌がらせ」が26.5％と最も多くなっている一方、「解雇」、「雇止め」といった相談
は減少しています。
大垣労働基準協会では、これまでに協会員及び岐阜県経営者協会西濃支部から寄せられた要望を踏まえ、「実際の事例を踏まえた
より具体的な内容」を目指して、本年度の労務管理セミナーを以下の内容で行います。
１．「パワハラ等の労使トラブルから考える適切な雇用管理」
　岐阜労働局において個別労働紛争解決制度を直接担当する「労働紛争調整官」をお招きして、実際の事例を踏まえた上での講話
２．「監督指導や窓口相談から見る労務管理上の問題点について」
　大垣労働基準監督署担当官により、実際の監督指導の現場及び窓口に寄せられる労使双方からの相談事例を踏まえた講話
職場における労働紛争事案の予防、発生してしまった紛争への適切な対応をみなさんと一緒に考える機会として、このセミナー
にぜひご参加ください。なお、会場参加の他にＷＥＢ配信による参加も受付けています。詳しくは同封の案内もしくは協会ホーム
ページをご覧ください。

10月1日から労働者の募集ルールが変わります ハローワーク大垣

10月21日 労務管理セミナーを開催します 大垣労働基準協会

大垣労働基準協会

　新型コロナ第7波感染拡大のなか、ご家族が陽性になって休む場
合の「小学校休業等対応助成金」や、ご自身が陽性で休む場合の「健
康保険傷病手当金」のお問合わせが急増しております。
　「小学校休業等対応助成金は夏休みだと使えませんか。」というご
質問が多いのですが、学校が休みであっても、小学生以下のお子さ
んがコロナに感染した又は感染のおそれがある（発熱や咳の症状が
ある）等の事情で保護者である従業員さんが会社を休まなければな
らなくなり、会社が通常の有休とは別に特別有給休暇を与えた場合
は助成金の対象となります。但し当然ですが、新型コロナと関係な
く休んだ場合は小学校の子どもがいても対象となりません。現在助
成金の不正受給防止が強化されており、会社が助成金を申請される
にあたっては、お子さんの状況がわかるものを証明書類として提出
して貰うとよいかと思います。

　傷病手当金については、入院でなく、自宅や宿泊療養の場合の療
養証明をどうしたらよいかというお問合わせを非常に多く頂きま
す。検査を実施した医療機関が休業証明を出してくれる場合もあり
ますが、医療機関の証明が出ない場合は、県に申請して療養証明を
取って頂き、それを医師の証明に代えて提出します。また、陽性判
明前も症状があり休んでいた場合は、その日の症状や療養状況を
自己申告して頂く書類も必要な場合があります。感染者拡大に伴っ
て療養証明申請も集中しており、かなりの時間を要しているようで
すので、出来るだけ早くご対応頂ければと存じます。
　無料相談では個別の方の事情を伺い、申請方法や書類の書き方等
を説明しております。秘密厳守で行いますので、何かございました
らご利用ください。

（労務相談担当：社会保険労務士 浅野りよ子）

相談の窓相談の窓

【専門部会】

６/14　大垣地区労働保険事務組合連絡協議会通常総会
８/ ３　西濃建設業協会 新はつらつ取組要請
８/ ６　揖斐建設業協会 新はつらつ取組要請
９/ １　全国労働衛生週間準備講習会
９/ ６　トラック協会西濃支部 新はつらつ取組要請
９/ ８　社会保険労務士会西濃支部研修会

６/ ９　林業・木材製造業災防協会県支部総会
７/ １　同上 分会長、事務局長会議
７/ ６　化学部会 定例会
９/ ７　化学部会 定例会（中止）
９/27　コンクリート製品部会 定例会

事務局・専門部会活動報告事務局・専門部会活動報告事務局・専門部会活動報告　　　大垣労働基準協会 ※�詳細は協会ホームページで掲載しています。セミナー等は写真、
資料等をあわせて掲載していますのでぜひご覧ください。

【事務局】
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めざせ、合格！11月７～８日衛生管理者試験受験準備講習会を開催します

＊＊＊各種講習会のお知らせ【大垣地区開催分】＊＊＊
＊お問い合わせの際、ホームページもご利用下さい。（URL:https://www.ogakiroukikyo.com）
＊定員になり次第締め切ります。

＊申込先　　　（一社）大垣労働基準協会　　TEL 0584-73-2272　　FAX 0584-73-2257　
＊講習会場　　大垣市職業訓練センター　大垣市西大外羽1-226-1　他

講習名 開催日 講習名 開催日
フォークリフト運転技能講習 （学科）10月11日㈫

（実技）10月12日㈬~14日㈮、17日㈪~19日㈬ 酸素欠乏・硫化水素中毒予防作業主任者技能講習  11月28日㈪～30日㈬

危険予知訓練トレーナー（KYT）研修  10月12日㈬～13日㈭ アーク溶接業務特別教育  12月６日㈫～７日㈬

玉掛技能講習 （学科）10月25日㈫～26日㈬
（実技）10月31日㈪ 局所排気装置定期自主検査者講習  12月13日㈫～15日㈭、

16日㈮※予備日

併合講習（玉掛技能講習・クレーン運転〈5t未満〉）（学科）10月25日㈫～26日㈬
（実技）10月27日㈭～28日㈮ ガス溶接業務技能講習  １月10日㈫～11日㈬

衛生管理者試験受験準備講習（第2種は8日のみ）  11月７日㈪～８日㈫ 粉じん作業特別教育  １月18日㈬

自由研削砥石取替・試運転特別教育  11月10日㈭ 玉掛技能講習 （学科）１月16日㈪～17日㈫ 
（実技）１月20日㈮

フォークリフト運転技能講習 （学科）11月11日㈮ 
（実技）11月14日㈪～16日㈬ 併合講習（玉掛技能講習・クレーン運転〈5t未満〉）（学科）１月16日㈪～17日㈫ 

（実技）１月18日㈬～19日㈭

乾燥設備作業主任者技能講習  11月21日㈪～22日㈫ 酸素欠乏・硫化水素中毒予防作業主任者技能講習  １月25日㈬～27日㈮

有機溶剤作業主任者技能講習  11月24日㈭～25日㈮ 特定化学物質・四アルキル鉛作業主任者技能講習  １月30日㈪～31日㈫

※受講案内・申込書はホームページから最新版をダウンロードしてご使用ください。コロナウイルス感染症の動向により、延期・中止をすることがあります。ホームページでご確認ください

　本年４月から改正労働施策総合推進法によりハラスメント対策の実施がすべての企業に法律で義務付けられています。「職場
におけるいじめ・嫌がらせ」に係る個別労働紛争は年々増加しており、これを理由とする離職者も増加しています。このような
経験をした労働者は転職にあたり「ハラスメントのない会社」をなによりも重視します。また、ハラスメントという言葉が一般
化した現在、新卒者の就職活動についても同様のことが言えます。　　
　また、最近の離職者の中には長年会社の発展に寄与した中高年社員や管理者層も含まれており、これらの中には経営トップを
含めた上層部の方からのハラスメントが理由になっているものも見受けられます。経営トップや管理者のみなさんも「自分に限っ
て…」、「仕事のため必要なことを行っている」という思い込みに注意し、時に労働者の声を謙虚に聴くことも必要ではないでしょ
うか。正しい経営理念もそれを現実化していく力は労働者に頼るしかなく、ついていく労働者がいなければその達成は困難です。
経営トップが自らのことも含めハラスメント防止を意識し、これに取組む姿勢を明らかにすることで、「人という財産」の獲得
と定着、持続可能な企業づくりにつなげていくことは益々重要となっています。
　取組の姿勢を内外に広くアピールするために、「新はつらつ職場づくり宣言」にぜひお取組ください。当協会及び行政からの
呼びかけに応じ、西濃地域での宣言件数は本年度に入り増加しております。すでに宣言された事業場におかれましても、関連企
業やお取引先等へのお声掛けをお願いいたします。� 詳しくは 新はつらつ職場づくり 検 索

今年も残すところあと３か月あまりとなりました。まだまだ暑い
日もありますが、そろそろ秋の味覚が楽しみな季節です。おい
しいものを食べて幸せを感じるのは健康である証拠ですね。
　さて、来月10月１日より全国労働衛生週間、９月はその準備
期間です。労働者の健康や職場環境の改善など、会員企業様に
おかれましても様々な取り組みを行っておられると思います。
未だ猛威を奮う新型コロナウイルスや、まだまだ続く暑さによ
る熱中症、化学物質による健康障害対策、メンタルヘルスなど

一口に健康管理といってもかなり幅広いで
す。なにか疑問やお困りごとなどございまし
たらお気軽に当協会へご相談ください。会員
事業所様の安全で健康な職場づくりのお役
に立ちたいという熱い想いを持って対応さ
せていただきます。
身体も心も健康に、食欲の秋を楽しみましょう！（は）
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ハラスメントのない職場をアピールして人材の確保をハラスメントのない職場をアピールして人材の確保を
―新はつらつ職場づくり宣言により持続可能な企業づくりをー

ゼロ災つむりくん


