
「安全・快適・健康」な職場をめざし活動の充実を

新年明けましておめでとうございます

昨年は安全衛生センター発足２０年を

節目として、活動推進検討ＰＴ会議の

見直し改善提言に基づき、活動を着実

に推進し前進を図ることができました。

改めて理事および労災防止指導員の皆

さんをはじめ構成組織のご協力に感謝

申し上げます。

また、労災の未然防止活動においては、７月の「全国安

全週間」、１０月の「全国衛生週間」を中心にとりくみの強

化に努めてきましたが、平成２２年に発生した死亡災害は

下表の通り、５６

件（内交通事故

１９件）と前年同

期比１１件増（同６

件増）に転じてい

ます。７月の猛暑

の時期に１７件と

最も多く発生して

おり熱中症対策な

ど労働環境へのと

りくみなども課題

となりました。

２０１１年度の活

動の柱は、前年度

に引き続き①労災

の未然防止、健康

づくり活動の推進、②安全衛生活動のレベルアップ、③活

動に役立つ情報提供と啓発活動、④労働保険の加入促進と

事務サービスの充実、⑤県民に開かれた活動と関係団体と

の連携の５つの柱を中心に、より充実した活動を進めてい

きますので、各構成組織におかれましても、安全衛生セン

ターの活動への積極的な参加と現場第一線における労働災

害の未然防止活動の更なる強化をお願いし、「安全・快適・

健康」な職場をめざし共にがんばりましょう。

第２５０号２０１１年１月２５日

１９１２年（大正元年）、古河鉱業足尾鉱業所所長であった

小田川全之（おだがわ　まさゆき）氏は、当時アメリカで

提唱されていた「セーフティ・ファースト」を「安全専一

（あんぜんせんいち）」と名付け、標示板を坑内外に掲示し、

従業員の安全意識の高揚を図るなど、わが国の事業場で初

めて自主的な安全運動を始めました。

２０１１年（平成２３年）は、それから数えてちょうど１００

年目に当たります。　

唐戸嶋 理事長

年別
業種

平成22年
（交通事故）

平成21年同期
（交通事故）

製 造 業 １０（ 　） ７（ 　）
食 料 品製造業 ４（ 　） （ 　）
化 学 工 業 （ 　） ２（ 　）
鉄鋼･非鉄金属 １（ 　） （ 　）
金 属 製 品 ２（ 　） ２（ 　）
一般･電気･輸送用 １（ 　） （ 　）
上記以外の製造業 ２（ 　） ３（ 　）

建 設 業 １６（ １） １０（ ２）
土 木 工 事 業 ５（ 　） ５（ ２）
建 築 工 事 業 ７（ 　） ４（ 　）
設 備 工 事 業 ４（ １） １（ 　）

陸上貨物運輸業 ９（ ９） １３（ ６）
そ の 他 の 運 輸 １（ １） １（ １）
港 湾 荷 役 業 （ 　） （ 　）
商 業 ６（ ２） ４（ ２）
清 掃 ･ と 畜 ６（ ２） ４（ 　）
上記以外の事業 ８（ ４） ６（ ２）
合 計 ５６（１９） ４５（１３）

死亡災害発生状況速報 （平成２２年１２月２８日 現在）

一専全安一専全安
「安全専一」から100年
未来へつなごう安全の心

年間活動の進め方を論議
安全衛生センター２０１１年度第１回理事会

１月１９日、安全衛生センター第１回

理事会を開催し、２０１１年度の活動の具

体的な進め方について論議した。

５つの柱にいては理事長あいさつの

とおりであるが、従来の取り組みに加

えて

①自殺者が１３年連続で年間３万人を超

えていることから、連合愛知「心の

相談室」を活性化し、メンタルヘルスの早期解決を目指す。

　そのため連合愛知全組合員用にる名刺大のチラシを配布

する。

②労働組合の役職員が無保険状態を解消するため「労働保

険の適正な加入」のために春闘明けから構成組織向けに

アンケートを実施する。

であり、いずれも構成組織の協力を得ながら進めていくこ

ととした。

2011年度連合愛知安全衛生センター年間活動計画－抜粋－

また、理事研修においては、安全衛生センターが所有す

るＤＶＤを幅広く活用してもらうため、まずは理事の皆さん

に見ていただき、それぞれが構成組織や加盟組織んでの活

用を推進していただくこととした。

ＤＶＤは無料貸し出し中！

１．「リフレッシュ　安全衛生委員会」　２２分

　　 安全衛生委員会の形骸化やマンネリ化が指摘される。

一つの重大災害を契機に安全衛生委員会の議長とス

タッフ両者が委員会の機能を高めていく経緯を紹介。

２、「知っていますか　安全配慮義務」　２６分

　　 うつ病や自殺など「心の衛生面」が争点となった民事

訴訟が急増。管理者の「安全配慮義務」の考え方・実

践の基本を判りやすく解説。

３．「かかえていませんか、メンタルトラブル」　２６分

　　 業務と並行して部下の心の健康管理にも取り組まなく

玉置事務局長

理事会 研修会／行事 連携団体・大会 労働保険事務組合 集中行動

2011 年
4 月

＃２理事会
13 日

愛知県中央メーデ
ー 16 日
労働保険年度更新
研修会

名北労働基準協
会総会

労災保険組合第
２０回総会　1３日
労働保険年度更
新手続き

労働保険適正加入
促進月間

6 月
安全衛生担当者研
修会

連合全国セイフ
ティネットワーク
集会
27 ～ 28 日

年度更新申告

第１期保険料
納付　下旬

全国安全週間
準備月間
連合愛知労災防止
キャンペーン

7 月
＃３理事会
13 日

理事研修会
愛知産業安全衛
生大会

全国安全週間
１～７日

9 月
安全衛生担当者研
修会

全国労働衛生週間
準備月間

10 月 ＃４理事会
健康づくり指導者
セミナー 

全国産業安全衛
生大会 12～14日

（東京）
「安全専一」100
周年記念

第２期保険料
納付

全国労働衛生週間
１～７日



ここがポイント
トラックの荷台上で、シート掛けや荷下ろしなどを行っ

ていて、作業者が墜落・転落する災害が、少なからず

発生しています。安全帯の使用（つなぐ個所の確保）、

安全帽の着用などが不可欠になります。

どんな危険が潜んでいるか

・荷台上の作業者が足を滑らせて転落する。

・資材が転がって、作業者もろとも転落する。

・作業者が、資材の下敷きになる。

どんな対策を立てるか

・ 荷台上で作業を行うときは、安全帯を使用する。安

全帯をつなぐ個所を作る。

・保護帽を着用する。

(労働安全衛生広報別冊すぐに使えるＫＹシート集より）

「トラック荷台からの荷下ろし作業」
●状況 トラックの荷台に上り､積み荷を下ろしている。

どこに、どんな危険が潜んでいるか、どんな対策を立てるか

どんな危険が潜んでますか？

ＫＹシリーズ

どんな危険が潜んでますか？

あっ！ああっ！っ！
あぶない!!ああぶぶなないい!!!!

ケニアにおける無料診療
世界エイズデーフォーラムの講演～続き～

山本直彦名古屋大学大学

院医学系研究科非常勤講師

ケニアのスラム街で普段診

療にかかることのできない

貧しい人のための無料医療

活動をＩＬＦＡＲの一員として

参加している。ＩＬＦＡＲ(Inada 

Lang Foundation of AIDS 

Reserch）という組織は、医

師の稲田氏とＬａｎｇ氏が中

心で立ち上げＨＩＶの予防啓

発活動を支援する目的で中

心に２０００年から活動している。

春はアメリカのグループ、秋は日本のグループと年２回

現地での活動を(実質診療するのは１週間だが行き帰り等

で２週間の行程)行っている。

メンバーは医師の他、看護学校の先生だとか看護師等の

皆さんと現地のボランティアグループ。

無料診療の内容は、内科、小児科、歯科、鍼灸、ＨＩＶ検

査、カウンセリング、薬局、往診とＨＩＶ陽性者に対するフォ

ローも行い、１日平均３００～３５０人を診ている。

ここ５～６年はインフォームドコンセントを取らなけれ

ばならないので、「ＨＩＶの検査をしてもいいですか」と尋

ねると８割が拒否する。ＨＩＶは女性に多いが、その女性の

拒否率が高い。それというのもケニアは１夫多妻の制度で

エイズが判れば夫に捨てられるから。

ＨＩＶ陽性と言う結果がでれば、陽性者を集めてフォロー

アップを行う。薬の飲み方とか、血液を取って薬に対する

耐性の検査をし、病院に対しその結果を報告している。

この耐性検査はケニア全体で２ヶ所の病院でしか行え

ず、通常はエリートしか受けられない検査でもある。

ＨＩＶの検査は、キャンペーンとか教育の結果、受診率が

高くなってきている。また、感染率も年々減少している。

現地でのホテル代や食事代はＮＰＯが出してくれるが、資

金が少なくなり今はコンドミニアムで自炊をしている。

飛行機代は自腹だが大学の理解もあり、休職期間中の基

本給は保障されている。ただ、一緒に活動してくれる看護

師さんたちは、飛行機代はもとより休職期間中の賃金保証

もないので、彼女たちには頭が下がる思いである。

１０年間、現地の人たちや日本においても支えていただい

たおかげで続けてこられた。「継続は力」ということでこ

れからも続けて行きたい。

てはならない管理者が組織的にどう対応するか、会社

の責任は、職場復帰の留意点等ポイントを解説。

４．「リスクアセスメントの考え方、進め方」　２０分

　　 事業場はリスクアセスメントを実施することを努力義

務化された。リスクアセスメント指針に基づいた考え

方、進め方を紹介。

５．「労働衛生マネジメントシステムのあらまし」　２０分

　　 ＰＤＣＡサイクルのの４つの特性と労働衛生マネジメン

トシステム（ＯＨＳＭＳ）の流れを簡潔にコメント。

毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅

「診療活動をする山本先生」


