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労働災害は、関係する皆様の長年のご努力により、長期的には大幅に減少してきました。しかし、ここ10年程を見ますと
横ばいで推移しており、減少傾向がみられない状況です。大垣労働基準監督署管内においても、昨年の休業４日以上の死傷
者は前年比47人増加の439人、うち死亡者は前年比２人増加の５人と、いずれも増加しており大変憂慮すべき状況です。
労働災害を事故の型別に見ますと、転倒災害、はさまれ・巻き込まれ災害、墜落・転落災害の順で多く発生しており、こ
の３つの型で全災害の約55％を占めています。よって特に被災者の約３割を占める60歳以上の高年齢労働者の転倒災害防止
対策として「エイジフレンドリーガイドライン」に基づく措置の徹底、製造業のはさまれ・巻き込まれ災害防止対策として、
機械の危険部分への覆い等の確実な設置、建設業の墜落・転落災害防止対策として、足場等高所からの墜落等の防止のため
手すり等の確実な設置やフルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用等に重点的に取組む必要があります。
全国安全週間を迎えるにあたり、各事業場におかれましては、安全大会、安全パトロール等の取組みを通じ、安全意識の
高揚を図るとともに、各職場の状況に応じた具体的な安全対策を講じていただきますようお願いします。

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、６月２日大垣市情報工房スインク
ホールにおいて、「全国安全週間準備説明会」を開
催しました。当日は感染症対策を考慮しＷＥＢ配
信を併用しての開催とし、会場参加55名、ＷＥＢ
参加者64名により行われました。大垣労働基準監
督署の中野署長の挨拶に続き、橋本安全衛生課長
より講話が行われました。
最後に、当協会川崎副会長より安全宣言が提起
され、参加者全員により確認されました。会員事
業場のみなさまにおかれましても、労働災害防止
へのさらなる取組をお願い申し上げます。

第95回全国安全週間が7月１日から７月７日まで実施される。
当地域の労働災害は長期的に見れば減少しているものの、昨
年の休業4日以上の死傷災害は439件となり、前年に比べ47件、
12.0％の大幅な増加となっている。災害の種類を見ると転倒災
害、墜落・転落災害、挟まれ・巻き込まれ災害が全体の半数以上
を占めている。また、60歳以上の方の労働災害が約3割を占めて
いる。
これら災害は、事業者が行う対策だけではその防止が困難であ
り、労使がゼロ災害への思いを共有し、ともに労働災害防止のた
めのルールを徹底し、そのための余裕を持った業務体制を共同の
力で築き上げていくことが重要である。
本年度の全国安全週間は、

安全は　急がず焦らず怠らず
をスローガンのもとに展開される。
2050年カーボンニュートラルを目指しながら、私たちは本週
間を契機として、経営トップによる安全への所信表明、安全パト
ロールによる総点検の実施などを通じて労働災害防止の重要性に
ついてさらに認識を深め、それぞれの職場において、新型コロナ
ウイルスの感染防止対策を徹底しながら安全活動を着実に進め、
災害のない安全な職場づくりに取り組む。
2022年度全国安全週間に当たり宣言する。

2022年6月2日
全国安全週間準備講習会参加者一同

第95回全国安全週間にあたって（7月1日～７日）　大垣労働基準監督署長メッセージ

安 全 宣 言安全週間準備講習会を開催
しました 大垣労働基準協会
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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３年の休業４日以上の死傷者数は、【表】のとおり439
人（うち死亡者数５人）、前年同期に比べて47人（12.0％増）
の増加となり、過去10年間で最多となりました。全産業の傾
向としては、年齢60歳以上の高年齢労働者の割合が【グラフ
１】のとおり、10年前から大幅に増加しており、高齢化に能
力低下等が原因の転倒災害が目立っています。
業種別死傷者数の前年同期との比較は【グラフ２】のとお
りです。

（１）製造業【グラフ３】
製造業の死傷者数は前年比22人（13.7％）増の183人となっており、過去10年間で最も多くなりました。その中でも特に
食料品製造業の増加が目立ちます。
事故の型別では、はさまれ・巻き込まれ災害が前年と同様に最も多く60人（うち、自動運転中の機械に胸部をはさまれて
死亡した者1人）であり、機械装置の可動範囲内へ立ち入った際、機械停止等の措置が講じられていない災害が多く発生し
ています。
（２）建設業【グラフ４】
建設業の死傷者数は前年と同数の53人となりましたが、建築工事業は３人
増加しています。このうち屋根、足場、はしご等からの墜落による負傷者が
９人であり、墜落防止措置の不備やはしごの昇降時にバランスを崩したもの
が目立ちます。
（３）運送業
運送業の死傷者数は前年同期比９人（17.3％減）減の43人となっており、
事故の型別では墜落・転落災害が12人、転倒が12人であり、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。
（４）商業等【グラフ５】
商業等の死傷者数は前年同期比34人（28.3％増）増の154人となり、大幅
な増加でした。このうち小売業の負傷者数は前年56人と前年から22人増加し
ました。事故の型別では転倒災害17人、動作の反動、無理な動作が12人、交
通事故10人、はさまれ・巻き込まれ災害7人、はしご等からの墜落・転落災
害6人でした。なお交通事故では新聞配達時が多く、死亡災害も発生してい
ます。転倒災害では、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、また小売業の死傷者数７割弱が60歳以上の高年齢労働者であり、若
い時には問題ない段差でも大きな転倒リスクになるおそれがあることを踏ま
え、職場の転倒リスクの把握とその低減化が必要です。
社会福祉施設は、負傷者38人のうち14人が転倒等による災害（うち１人は
階段の踏み外しによる転落災害）でした。

【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）
前年の
比較

業種

令和２年 令和３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 392 3 439 5 +47 +2
製 造 業 161 1 183 2 +22 +1
建 設 業 53 0 53 1 0 0
鉱 業 2 0 1 0 － 1 0
運 送 業 52 0 43 0 －９ 0
農林業等 4 0 5 0 －１ 0
商 業 等 120 2 154 2 +34 0

【グラフ５：商業等】
業種別死傷者数の推移（前年との比較）
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【グラフ３：製造業】
業種別死傷者数の推移（前年との比較）
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【グラフ１：全産業】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（％）

17.9

24.9 24.5

18.2

23.6
25.8

28.5 27.8 28.6
30.2

H24 R3R2H31/R1H30H29H28H27H26H25
0

5

10

15

20

25

30

35

【グラフ２：全産業】
業種別死傷者数の推移（前年との比較）
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【グラフ４：建設業】
業種別死傷者数の推移（前年との比較）

土木業

建築業
（木造建築
　除く）

木造建築

その他

53 53

6

23

8

16

5
3

32

13

R2 R3
0

20

40

60

令和３年大垣労働基準監督署管内の労働災害発生状況 大垣労働基準監督署
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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

令和４年の休業４日以上の死傷者数は、令和４年４月末速報値で【表】のとおり128人（死亡者0人）となっており、過去10
年間で最も多くなった前年同期に比べて26人（25.5％増）の増加となっており、増加傾向が止まりません。業種別では、【棒グ
ラフ】のとおり運送業（昨年同期比133.3％増）、商業等（昨年同期比180％増）の増加が目立っています。大幅増となった商業
等では卸売業7人（昨年同時期0人）と社会福祉施設22人（昨年同時期2人）が過去10年平均の件数を4月末時点で既に上回る状
況となっています。今年発生したこの3業種での重篤な災害事例を次に説明しますので、同種災害再発防止に役立ててください。

（１）運送業の災害事例
ヤード内でトラックからロールボックスパレッ

トを使用し荷下ろし作業中、トラック後方ゲート
に同パレットを３台乗せたため、トラックのエア
サスペンションが反応し、ゲートが下がり、一番
後ろのパレットが倒れ、足を巻き込まれた【図１】。

（２）卸売業の災害事例
冷凍庫内で折り畳みコンテナの片付け作業中、空のコンテナを積み上げようとした際、足元の別のコンテナにつまずき、
両手にコンテナを持ったまま転倒し、足を骨折した【図２】。

（３）社会福祉施設の災害事例
利用者の居室でベッド上での介助を行ったところ、ベッド下にあるコードに足を引っ掛け、転倒、膝を強打し、骨折した。

最近の労働災害の状況を見ると、危険な機械や設備等を原因とするものは減少してい
る一方、転倒や腰痛など労働者の作業行動によるものの増加が目立っています。ゼロ災
害を目指すためには、事業者が行う対策のみでなく、労使双方が力と気持ちをあわせて
の取組が必要と言えます。そのためには、毎日のゼロ災害の積み重ねについて目に見え
る形にしていくことが重要といえます。
そこで、大垣労働基準協会では中央労働災害防止協会が行っている「中小企業無災害
記録証授与制度」への取組を会員のみなさんに呼びかけます。
この制度は、無災害記録の積み重ねに応じて、無災害継続日数ごとに「努力賞」から

「金賞」の５種に分かれ、表彰状と楯が授与されるものです。申請に当たって費用は掛か
りません。
最後に労働災害があった日から、各月の労働日数と各月
末時点での労働者数を記録することで始めてください。記
録証や楯は、労働災害防止への取組を人材確保や取引先へ
アピールできるツールにもなります。
大垣労働基準協会ホームページ→「協会の事業」→「お
知らせ」に詳しいご案内があります。一度ご覧ください。
記録や中央労働災害防止協会への申請については、協会事
務局でお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

【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）
4月末速報値

の比較
業種

令和 4 年 令和 3 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 102 0 128 0 +26 0
製 造 業 51 0 40 0 － 11 0
建 設 業 23 0 15 0 － 8 0
鉱 業 0 0 1 0 ＋ 1 0
運 送 業 6 0 14 0 ＋ 8 0
農林業等 2 0 0 0 ＋ 2 0
商 業 等 20 0 58 0 ＋ 38 0

【グラフ：全産業】
業種別死傷者数の推移（翌４月末速報値の比較）
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無災害記録の積み重ねを、安全衛生活動のモチベーションに！
　―中小企業無災害記録証授与制度を活用しましょう― 大垣労働基準協会

【図３：転倒災害】
介護中の転倒

【図２：転倒災害】
片付け作業中の転倒

【図１：崩壊、倒壊災害】
かご車荷下ろし作業中の崩壊

無災害記録証表彰状

努力賞　　　　進歩賞　　　　銅賞　　　　　銀賞　　　　　金賞

令和４年大垣署管内の労働災害発生状況（令和４年４月末速報値）
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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

大垣労働基準監督署では、令和３年度に850件の監督指導を実
施しました。このうち法違反があった事業事の割合は、61.9%と
なっており、例年と同程度の法違反率となっています。

【どのような違反が多いのか】
●36協定に関する違反について
監督指導の結果、多くの事業場で認められた法違反は毎年同じ傾

向となっており、時間外労働・休日労働に関する協定（※）（以下「36
協定」といいます。）に関する違反が23.6%と依然として多くなってい
ます。36協定に関する具体的な違反の内容は次のとおりです。貴事業
場で同様の問題がないか確認してみましょう。
（※）�36協定は、１日８時間、週40時間を超えて時間外労働を行う場合や、週

１回の法定休日に休日労働を行う場合に労働基準監督署に届け出しなけ
ればならない労使協定です。36協定を届け出していないと、たとえ10分
でも時間外労働を行うことはできません。

□　�36協定の締結・届け出しないまま、時間外労働や休日労働を
行っていること。

□　�36協定で定めている限度時間を超えて時間外労働や休日労働
を行っていること。

□　�36協定の限度時間を超えて労働時間を延長する（特別条項を
付けている）場合で、特別条項の適用回数が労使で定めた回
数を超えていること。

☝�　特別条項が適用できるのは、一時的または突発的な出来事に対
応するため、労使で定めた特別な理由に該当する場合に限られま
す。回数の問題だけでなく、特別な理由がないにもかかわらず、
１か月45時間や42時間を超える時間外労働を行わせると違反に
なります。

―違反にならないためには―
時間外・休日労働の時間数とその合計をリアルタイムまたは期間

の途中で把握・確認することにより、36協定の範囲内で時間外・休
日労働を行わせることが重要です。
□　�36協定の限度時間を超えて労働時間を延長する（特別条項を
付けている）場合、限度時間を超えて特別条項を適用する場
合の手続を踏んでいないこと。

☝�　特別条項付きの36協定には、限度時間を超えて労働させる場
合の手続（例えば「労働者代表との協議」など）を事業場で定め
ているはずです。この手続を行わずに１か月45時間や42時間を超
える時間外労働を行わせると、結果として特別条項の範囲内の時
間外労働であったとしても、違反になります。

―違反にならないためには―　
限度時間を超えてしまう前に、労働者代表との協議など所
定の手続を確実に行い、実施日や内容などを書面等で明らか
にしておく必要があります。
協議などを行う場合には、そもそも限度時間を延長する理由

が、特別条項を適用できる特別な理由となっているかについて
も、チェックしましょう。
□　�労働者代表の選出方法について、協定届には挙手や投票
と記入しているものの、実際には年長者や例年と同じ者を
自動的に代表にしていること。

☝�　労働者代表を選出する場合には、36協定の労働者代表を
選出する旨を説明した上で、挙手や話し合い、投票などの民
主的な方法により管理監督者以外の労働者を選出する必要
があります。

―違反にならないためには―　
代表の選出に当たっては、正社員だけでなくパートやアルバ

イトも含めた全労働者が手続に参加できるようにします。その
上で民主的な手続（投票、挙手、話し合い、持ち回り決議な
ど）がとられている必要があります。
□　�36協定を各作業場の見やすいところに備え付けたり、掲
示するなどの方法で労働者に周知していないこと。

●その他多く認められた法違反について
割増賃金の支払いに関する違反（計算方法の誤りや賃金不払
残業など）、年次有給休暇に関する違反（１年間に５日付与をし
ていない、管理簿を作成していないなど）、賃金台帳に関する違
反（労働時間数や時間外労働時間数などを記載していない）、労
働条件通知に関する違反（採用時に労働条件を書面で通知して
いない、正社員には通知していないなど）が多く認められました。

労働基準監督署では事業場からの労務管理に関する相談にも
対応させていただきますので、御不明な点やお困りごとなどあり
ましたら、ぜひお問い合わせください。

令和３年度の監督指導結果について～３６協定に関する違反が依然多くなっています～ 大垣労働基準監督署

大垣労働基準協会

　育児・介護休業法の改正についてご相談・ご質問を多く頂き
ます。まずは令和４年４月１日から以下の対応が義務化されま
した。まだ実施されていない場合は急ぎご対応ください。
１.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
　事業主は育児休業・産後パパ育休※１に関して次の①～④の
いずれかの措置を１つ以上講じなければいけません。

（※１産後パパ育休については、令和４年10月１日から対象） 
①制度に関する研修の実施 
②相談体制の整備（相談窓口や担当者の設置と周知） 
③自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供 
④制度と育児休業取得促進に関する方針の周知（ポスター等）
２．個別の周知、意向確認 
　本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、 次
の①～④全てを個別に周知し、休業の取得意向の確認を行わな
ければなりません。 
①育児休業・産後パパ育休に関する制度の内容
②育児休業・産後パパ育休の申出先（「総務課」等）
③育児休業給付に関すること（制度の内容等）
④労働者が負担すべき社会保険料の取扱い（免除等）

　周知や意向確認の方法は、面談（オンライン可）、書面交付、
FAX※２、電子メール※２等のいずれか（※２は労働者が希望
した場合のみ）です。目的は会社へ取得の申出をしやすい環境
を作ることで、申出をしないよう威圧する、不利益をほのめか
す等取得を控えさせるような形での実施は認められません。 
３．就業規則の変更、労使協定の締結 
　有期雇用労働者が育児休業や介護休業を取得できる要件が緩
和され、会社の就業規則の変更が必要です。ただ、労使協定の
締結により、今後も雇用期間が１年未満の労働者を育児・介護
休業の取得から除外することが出来ます。既にそのような内容
が入った労使協定を結んでいる事業所様もあるかもしれません
が、同じ内容でもあらためて４月以降の労使協定を結び直す必
要がありますのでご注意ください。
　10月からは「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が
始まり、育児休業給付制度や社会保険料の免除要件も変わり、
あらためて周知する制度の内容や就業規則を変更しなければな
りません。会社のルールによっては労使協定の結び直しも必要
になります。対応等お気軽にご相談ください。

相談の窓
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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

一般社団法人大垣労働基準協会は、６月２日大垣市情報工房スインクホールにおいて、2022年度の定時総会を開催しました。当日
は、会場参加正会員22社、委任状提出384社の出席により行われました。また、当日12社の正会員がWEBにより傍聴されました。
冒頭小川信也会長はあいさつで、「コロナ感染症、ウクライナ情勢、輸入価格の高騰など経営環境において厳しい状況があるが、そ
の中でも感染防止を優先しつつ協会は積極的な事業運営を目指してまいりたい。本年度の重点課題を、①昨年この10年間で最多件数
となってしまったこの地域の労働災害の減少を図ること、②数年来取組んできた「働き方改革」を仕上げていくこと　の２点でご提
案申し上げたい。労働災害の減少については、労働基準監督署と具体的な連携を図りながら、会員事業場といっしょに取組んでいく。
また、現在の経営環境においても従業員の働きがいを向上させていくことは経営上きわめて重要であり、働き方改革の具体化のツー
ルとして「新はつらつ職場づくり宣言」について具体的数値目標を掲げて取組んでいきたい」と述べました。
その後小川会長の議事進行により、議案は原案どおり承認され、本年度の活動方針、予算が決定しました。活動方針においては、

「地域の労働災害を減少させるための取組」「新はつらつ職場づくり宣言への取組強化」の２点を重点課題として取組むことが確認さ
れました。人事案件については、理事のうち２名の新任が提案され、承認されました。

新任理事 所属事業場名 事業場役職 退任
小池 　剛 株式会社大垣共立銀行 執行役員人事部長 後藤 勝利
吉田 武己 （一社）大垣労働基準協会 事務局長 中屋 敏彦

なお、会長提案を受けてのみなし理事会決議により、理事吉田武己を、「代表理事専務理事」とする旨決定し、前任専務理事の中
屋敏彦は本総会をもって退任となりました。

第７回定時総会を開催しました 大垣労働基準協会

【専門部会】

５/20　（一社）日本クレーン協会岐阜支部総会
６/  2　2022年度（第７回）定時総会
６/  2　全国安全週間準備説明会

５/18　化学部会　定例会
６/15　採土部会　定例会
６/17　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　　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】

【中屋敏彦退任あいさつ】
　3年間会員のみなさまには大変お世話になりました。今後もこの
地域の事業場の発展と、働く人々の安全と健康に貢献できる基準協
会であることを願っております。

【吉田武己就任あいさつ】
　会員事業場のお役に立てる基準協会を目指して懸命に努力して
まいります。今後みなさまから厳しいご指導をいただきますようお
願い申し上げます。

　令和４年度の新規高等学校卒業予定者の求人の取扱いは、昨年
度と変更が無く、下記の日程で実施します。
　　①求人受理（確認）  ６月 １日以降
　　②求人公開及び学校への送付  ７月 １日以降
　　③学校からの推薦開始  ９月 ５日以降
　　④選考開始  ９月16日以降
　　⑤複数応募の開始  11月 １日以降
　　　※都道府県によって取扱いが異なります

　新規学校卒業者の採用選考の際には、応募者の持つ適正
と能力のみに基づいた就職差別のない公正な選考、ノーマ
ライゼーションの理念に基づいた障害者の就職先の確保等
にもご理解とご協力をお願いいたします。

　問い合わせは、ハローワーク大垣学卒相談コーナー
（0584-73-9296）まで

令和５年３月新規高等学校卒業予定者の求人の取扱いについて ハローワーク大垣



2022年６月21日 第 187 号 6

猛暑が来ます！準備はできていますか？熱中症対策

＊＊＊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

騒音作業従事者労働衛生教育 ６月27日（月） 鉛作業主任者技能講習 ９月１日（木）～２日（金）

低圧電気取扱業務特別教育 ７月４日（月）～５日（火） 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習 ９月７日（水）～９日（金）

安全管理者選任時研修 ７月14日（木）～15日（金） 局所排気装置定期自主検査者講習 ９月13日（火）～15日（木）

リスクアセスメント（化学物質） ８月３日（水） 現場監督者・職長安全衛生教育 ９月21日（水）～22日（木）

動力プレス機械金型調整業務特別
教育 ８月23日（火） フルハーネス型墜落制止用器具特別

教育 ９月27日（火）

※６月28～ 29日有機溶剤作業主任者技能講習、７月11日～玉掛技能講習・併合講習、８月４～５日特定化学物質作業主任者技能講習は定員になり締め切りとなっています。
※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。
※新型コロナウイルス感染症の動向により、講習等の延期・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。

　今回は、この４月1日に着任されたハローワーク大垣 市岡所長にお話をう
かがいました。
　私は、恵那市生まれの現在57歳で、前任は岐阜労働局で総務課長をしてお
りました。
　今回「新はつらつ職場づくり宣言」について、市岡所長さんの思いを聴かせていただきたいのですが・・・
　各企業においては積極的に働き方改革を進めていただいていますがその一方で「人材の確保に苦労している」と
いう企業の採用担当者の声が多く聴かれます。
　ハローワークで仕事を探している方は「前の職場より働きやすい職場かどうか」を重視しています。これに対し「う
ちは働き方改革やってる」と言っても、それが求職者に届かなければ応募にはつながりません。また、人口減少が
進む今、「育児、介護、病気治療、高齢」などの事情を抱えた方も含めた人材確保も必要です。
　現在ハローワークの求職者のうち約25％は60歳以上の方です。高齢の求職者は「休暇が取りやすい、残業が少
ない」などの点を重視しています。昨今は若年層も賃金額よりも働きやすい環境を重視しています。
　また、ハローワークの登録求職者のうち約３割は在職者が占めています。「今よりよい会社があれば辞めて次に
行こう」という方です。その「よい会社」をアピールし転職先として選んでもらうために、そして今の社員さんを
手離さないためにも、働き方改革の推進と社内外へのアピールは重要だと思います。
　私どもではみなさんの働き方改革の成果を求職者にアピールしてもらうために、「新はつらつ職場づくり宣言」
企業を、ハローワーク庁舎入口に掲示して求職者に見ていただけるようにするとともに、県下全域のハローワーク
で宣言事業場の求人票に「新はつらつ職場づくり宣言事業場」と記載しています。この宣言は労使で行うものであり、
その意味でも求職者には広く信頼を得ることができると思います。働き方改革の努力を人材確保という成果に繋げ
るため、ぜひお取組ください。

　７月１日は「国民安全の日」、そして１～７日まで全国安全週
間です。コロナ禍で安全意識向上活動があいついで中止となり、
安全意識も薄れてきています。それが要因なのかはわかりませ
んが災害件数も増加傾向に有ります。コロナ禍３年目で、各地
の春祭りもコロナ感染防止策を講じ、趣向を凝らして開催され
ています。
　団塊世代の知識を持った多くの人が定年を迎え、色々な事の伝
承ができていませんが、ルールを守ることが基本だと思います。

　４月に新入者安全衛生教育を実施した新
入社員もこの頃になると仕事にもなれてき
て手を抜く時期でもあります。今年のスロー
ガンは「安全は急がず焦らず怠らず」です。
慣れから大きな災害が発生します。しっかり
見守ってほしいところです。
　協会ホームページ「協会活動日誌」を是非一度のぞいてくだ
さい。日々の活動状況が見れます。（き）
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働き方改革も、それをアピールしなければ人材確保にはつながらない
新はつらつ職場づくり宣言の輪を広げましょう！

ゼロ災つむりくん


