
第２６１号２０１２年１月２６日

新年のごあいさつ
謹んで新年のご祝詞を申し上げます。

皆様の安全衛生センター諸活動に対し

ますご支援とご協力に厚く御礼申し上げ

ます。

さて、わが国では古河鉱業足尾鉱業所

所長の小田川全之（おだがわ　まさゆき）

氏により1912年（大正元年）に従業員の安

全意識の高揚を図るべく掲げられた「安

全専一」が自主的な安全運動の創始と言われています。

その後、安全運動は、関係者の長年の努力や関係法令の

整備とともに発展し、現在に受け継がれてきました。私た

ちはこの100年の歴史ある安全衛生活動のさらなる発展を

継続してく役割を担っていかなくてはなりません。

今年度の活動課題として、昨年から開始した労災防止指

導員に代わる労働局安全衛生労使専門家会議の活性化を掲

げていますが、安全衛生センター活動との相関関係を確立

して、情報の共有や相互意見が通う機関として機能させる

ことが重要だと思っています。一方、労災防止指導員によ

る事業場パトロールが無くなったことから、安全衛生セン

ター理事のスキルアップも兼ねてパトロール研修会を実施

していくこととします。

また、近年ではメンタルヘルスや働く人の高齢化等で安

全衛生の新たな課題が派生しており、安全衛生意識の一層

の向上と適切な教育を実施していきたいと考えています。

皆さんから期待される安全衛生センターとして機能する

ように努力いたします。本年も引き続きご支援いただけま

すようよろしくお願いします。

年間活動計画を確認
安全衛生センター２０１２年度第１回理

事会を１２月２０日に開催し、今年度の活

動の具体的な進め方について論議し確認

した。

主な内容は、年間活動計画、理事の交

代、「心の相談室」チラシ配布等。

理事の交代は構成組織連合愛知から脱

退した建設連合の理事の扱いについて理

事会からの脱退を承認した。

自殺者は全国的には減少したものの１４年連続して年間

３万を超え、愛知県においては昨年より増加した。こうし

たことから、今年度も昨年度に引き続き連合愛知「心の相

談室」の利用を促進するため全組合員用に名刺大のチラシ

を配布することとした。

理事研修はＤＶＤによる『「安全専一」から１００年未来へ

つなごう安全の心』を行った。日本における安全運動の先

達が切り開いた道を、今後の安全運動につなげ、労災防止

に努めて行かなくてはならない。

１４年連続３万人超え！ *_*
警視庁のまとめで昨年１年間の自殺者数（速報値）が前年

比３．７％減の３万５１３人と１４年連続で３万人を超えた。こ

れによると、男女別では男性が２万８６７人、女性が９６４６

人。月別では５月が３３６７人、６月が３０２９人であった。

この１０年間では最も少なくなったとはいえ、愛知県（５９

人増の１６３０人）など１２県では昨年より増加した。一昨年

の職業別自殺者は離職者が５８．９％被雇用者が２７％である

ことから、約８６％が労働組合の活動と密接な関係がある。

心の健康問題についてセルフケアで“何か変”だと思った

ら是非「連合愛知心の電話相談室」へ相談していただきた

いし、労働組合としては電話番号の周知に努めることを要

請したい。そして、最も重要

となるのは職場での「気づき」

である。“おかしいな”と思っ

たら産業医や上司と相談の

上、早期に対応することが重

要である。

参加してみませんかー参加費無料
明日から始める職場のメンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策シンポジウム
日時　２０１２年２月１３日（月）１３時３０～１６時２５

場所　ホテルルブラ王山　２階　飛翔

　　　千種区覚王山8-18　０５２－７６２－３１０５

内容　基調講演

　　　「明日から始める職場のメンタルヘルス対策」

　　　講師　斎藤政彦氏　大同特殊鋼㈱統括産業医

　　　事例発表

　　　パネルディスカッション

申込み（定員２００名）

氏名　企業・団体名・住所・電話番号を記入の上

ＦＡＸ　　０５２-９７１－７２５４ か

Ｅ－mail　ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ＠ｌａｎｄｂｒａｉｎｓ.ｃｏ.ｊｐ で

今年から新企画として

安全衛生Ｑ＆Ａコーナーを新設するする
本問題は中災防の了解のもと

中災防機関誌より転載しています。

第 １回

【Ｑ】安全配慮義務に関する記述のうち、誤っているのは

どれか

（イ ）使用者は、労働者に対して安全配慮義務を負っている

（ロ）安全配慮義務は、法令で明文化されている

（ハ ）安全配慮義務に違反すると、労働安全衛生法により

懲役に処せられることがある

（ニ ）労働安全衛生法を遵守していても、安全配慮義務を

果たしたことにならない

答えと解説は裏面

玉置事務局長

棚橋理事長

安全衛生安全衛生ＱＱ＆＆ＡＡ安全衛生Ｑ＆Ａ



ＨＩＶに感染でも寿命まで生きらられる
（連合愛知エイズデーフォーラム講演の要旨）

ＨＩＶとＡＩＤＳの違い
ＨＩＶはウイルスが感染した状態のことで治療しなければ

５～１０年後（最近は３年以内のケースも）にＡＩＤＳ（後天性

免疫不全症候群）という病気になり死に至る。

感染経路は（1）血液感染（2）母子感染（3）性感染である。

（1）については、ＨＩＶの感染力は弱くＢ型肝炎の百分の

一程度であり、血液が粘膜にダイレクトに触れなければ（空

気・水に触れれば感染力は無くなる）、よほど多くかから

ない限り感染しない。

（2）については日本においてはほとんどない実態である。

問題は（3）であるが、図のような感染経路であるためコン

ドームの使用で防ぐこ

とができる。

先進７カ国でＨＩＶ／

エイズが増えているの

は日本だけであり、正

しい情報を幅広く伝え

て行かなくてはならな

い。

早期治療で寿命まで生存
現在ではＨＩＶを早期発見し早期治療すれば寿命まで生き

られるようになってきた。だからこそ早期発見のためには

定期的な検査が欠かせない。

治療方法はワクチンを毎日飲み続けることで、１日たり

とも欠かせない。そのため、治療費がかさむが、申請すれ

ば障害者認定がされ、治療費は安くなる。

なくそう差別・偏見
しかし、実態的には地元の役場での申請時や障害者手帳

を持つことでＨＩＶ感染者と知られることもある。また、定

期的に診察を受けなくてはならいことで病気が発覚するこ

ともある。

現時点では、誤った認識が多く、差別や偏見をうけるこ

とも散見される。偏見のため職場を失うこともあり、障害

者申請をしないケースもある。こうした場合は高い治療費

を払い続けることになる。

今後の課題としては、ＨＩＶ／ＡＩＤＳを正しく認識するた

めにメディアが情報を伝え市民の関心を高めることと職場

においても研修が必要となる。

お手軽・無料・完璧なプライバシーお手軽・無料・完璧なプライバシーお手軽・無料・完璧なプライバシー
愛知県内の保健所では無料でエイズ検査を受けられ

るが、それぞれ曜日と日時が決められているので事前に

チェックを。

入口から出口まで医療関係以外の人とは顔を合わせな

い。封筒に入った検査結果については本人に直接手渡し、

家族といえども知らせない、完全にプライバシーは守られ

ている。

名古屋市の場合はＢ型・Ｃ型肝炎の検査も併せて無料で

実施している。お得！

住所・氏名は聞かれもせず、もちろん言わない。簡単な

アンケートを記入し、問診を行い血液検査。封筒入りの引

き換え証を受け取って終り。この間１０分程度。

１週間後に結果がわかることになる。万が一、陽性の場

合は専門の病院を紹介、予約や同行もしてくれる。

是非、検査を受けてみて下さい。

そして、感染予防もお忘れなく！

【答え】（ハ）
《解説》平成２０年に施行された労働契約法において安全

配慮義務は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がそ

の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができ

るよう、必要な配慮をするものとする」と規定されまし

た。これは、昭和５０年の最高裁判決で、「使用者は、労

働契約に伴い労働者が健康で安全に働けるよう必要な配

慮をしなければならない」と示したことが始まりです。

事業者と労働者の間に雇用契約が結ばれると、事業者に

は、労働者の生命・身体・健康を失わないように注意す

る義務があるとする民事上の義務のことをいいます。

労働安全衛生法には、安全配慮義務と規定していませ

ん。また、労働安全衛生法は最低限の基準を定めたもの

であって、これらの法令を遵守しただけでは安全配慮義

務を果たしたことにはなりません。

連合愛知加盟組織へは無料貸し出し中
保有ＤＶＤ一覧

タイトル 内　　　　　　容 収録時間

改訂労働安全衛生法

マネジメントシステムのあらまし

改正 「労働安全マネジメントとシス

テムに関する指針」 平成１８年度に

沿った内容

２０分

リスクアセメントの考え方、進め方

リスク汗うメントを進める組織体制

及びポイントである危険有害物の

見積もりについて、 現場の例をとり

説明 ・解説。

２０分

再確認しよう

職長 ・安全衛生責任者とは

リスクアセスメントはどのように活用

されているのか。 また、 理想とする

職長 ・安全衛生責任者とは…

１７分

職場で活かす安全施行サイクル

ＫＹ活動編

ＫＹ活動を含む安全施行サイクルは

どのように行われ、 労働災害を防

ぐことに活かされているかを考え

る。

１７分

リフレッシュ　安全衛生委員会

機能する安全衛生委員会を目指して

一つの重大災害を契機に、 安全衛

生委員会の機能を高めていく経緯

を紹介。

２２分

新入者の安全衛生

ルールを守って安全　健康

新入者の行動特性を分析し、 なぜ

安全衛生ルールを守らなくてはなら

ないか等を解説

１８分

高年齢者の安全対策

快適で安心して働くために

心身機能の低下する高年齢者。 そ

の能力を今後も十分に発揮するよ

うに、 快適で安心して働けるため

の安全対策とは…。

２０分

熱中症の危険と脳梗塞

熱中性の分類とその症状をもう一

度確認する。 応急措置は。 予防対

策は。 脳梗塞とは。

１６分

かかえていませんか　メンタルトラブル

経営者、 管理者が進める解決法

メンタルヘルスのキーパーソン＝中

間管理者に焦点をあて、 組織的に

どう対応するか、 どこまで管理者

の役割か、 いかに社員のメンタル

問題を解決していくか。

２６分

知っていますか安全配慮義務

精神障害に対する経営者管理者の対応

過重労働や精神的ストレスが引き

金になっての、 うつ病や自殺など、

管理者の対応 ・裁判の判決をケー

ススタディしつつ 「安全配慮義務」

の考え方 ・ 実践の基本を解説。

26 分

こころだって風邪をひく

メンタルヘルスの４つのケアを解説。

また、 「積極的傾聴法」 の技法を

解説。

４０分

知っておくべき

労災保険の機能と役割

健康保険と労災保険の違い、 労災

保険を使わない場合の深刻なトラ

ブル。 労災発生！あなたならどうす

る！？等

２７分＋

詳細項目

お申し込みは 「安全衛生センター」 まで　　☎０５２－６８４－０００３
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