
新年明けましておめでとうございま

す。日ごろは、安全衛生センターの諸活

動にご理解とご協力をいただいておりま

すこと、心から感謝申し上げます。

昨年１１月に開催された第２４回総会に

おいて安全衛生センターの理事長に就任

いたしました基幹労連出身の持田です。

どうぞよろしくお願いいたします。

安全衛生センターは、総会の回数が示すように、これま

で２３年余に亘り、職場における安全衛生活動の推進、健

康管理の向上をはじめ、労働災害、職業病の防止に努め、

広く勤労者・県民の生命と健康を守るため、様々な活動を

積み重ねてまいりました。

しかしながら、昨年の愛知県下における労働災害による死

傷者数は、速報値ではありますが５，８５４名にもおよび、内

４６名もの尊い命が失われており、労働災害一つをとっても、

取り組むべき課題はまだまだ沢山あると認識しています。

今年度の活動の課題としては、引き続き、労働組合の安

全衛生活動の活性化に取り組むことは勿論のこと、メンタ

ルヘルス対策などをはじめとした職場段階での取り組み強

化や、安全衛生労使専門家会議など通じた行政への意見反

映等があげられます。

これら課題に対しては、事務局や理事の皆さんと十分検

討を重ね、より実効ある活動が展開できるよう工夫してい

きたいと考えています。各構成組織におかれては、安全衛

生センター活動への変わらぬご理解とご協力をお願い申し

上げ、新年のあいさつといたします。
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【Ｑ】一酸化炭素に関する記述のうち、誤っているものはど

れか

（イ ）換気が不十分な場所でガソリンエンジンや燃焼器具を

使用すると、一酸化炭素中毒が発生する危険性がある

（ロ ）一酸化炭素は無色無臭の気体であるため吸入しても

気がつかず、毒性が強いことから死に至ることがある

（ハ ）下水処理場、し尿処理場など汚水が長時間滞留する

場所では、汚水から一酸化炭素が発生する危険がある

（二 ）一酸化炭素は赤血球中のヘモグロビンと結合しやす

く、血液の酸素運搬機能が低下することにより一酸化

炭素中毒が起こる 答えと解説は裏面

新年のごあいさつ

理事長 持田和之

２０１３年度連合愛知安全衛生センター年間活動計画
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

2013年
１月

第 １ 回 理 事
会（18日）

労働保険Ｑ＆Ａ
冊子改訂作業

年末年始無災害
運動

２月 平成２４年度第
３期保険料納付
特別加入変更
確認案内

３月 労災防止活動推
進ハンドブック改
訂

特別加入変更
確認手続き　　

４月 第２回理事
会（16日）

愛知県中央メー
デー 2 ０日　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

名北労働基準協
会総会

労働保険年度更
新研修会15日　
労災保険組合第
２２回総会16日

労働保険適正加
入促進月間

５月 愛知労働基準協
会総会　

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 （予定）　　

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 第３回理事
会（17日）

愛知産業安全衛
生大会　

全国安全週間
１～７日

８月

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 第４回理事
会（1泊）

健康づくり指導
者セミナー
事業場パトロー
ル研修

全国産業安全衛
生大会 （大阪）　
　30 ～ 11月1日

第２期保険料納
付 全国労働衛生週

間　　１～７日

１１月 エイズデーフォー
ラム

１２月 年末年始無災害
運動

新年度の活動計画確認
１月１８日（金）安全衛生センター２０１３度第１回理事会を

開催した。

自殺者３万人を下回る！！自殺者３万人を下回る！！
２０１２年末の警察庁の速報値によると、全国で２７，７６６

人昨年比２，８８５人も減少し３万人を下回った。

自殺者数が３万人を下回ったのは１９９７年以来、実に１５

年ぶりのこと。愛知県においては、１，６３４人から１，４５４

人と１８０人も減少した。

厚労省をはじめ各企業・労働組合など各方面の取り組み

が進んだことが大きく寄与していると思われるが、とはい

え、依然として月平均で

２，０００人以上の方が自殺

している実態もあることか

ら、メンタルヘルス対策に

ついては、今後も継続した

取り組みが必要である。

日　時　 ２０１３年２月１３日（水）
午後１時３０分～４時３０分

会　場　 ホテルルブラ王山　２階　飛翔
名古屋市千種区覚王山通り８－１８

内　容　 ●基調講演
福井明氏（㈱ジェイテクト統括産業医）
●事例発表
　３事業所
●パネルディスカッション
　コーディネイター
　斎藤政彦氏（大同特殊鋼㈱統括産業医）

定　員　３００人（先着順・参加費無料）

申込み　 愛知県産業労働福祉課

☎ ０５２－９５４－６３５９

積極的にご参加ください
（裏面に続く）



【答え】（ハ）
《解説》一酸化炭素はガソリンエンジンや燃焼器具の使

用、練炭の燃焼などにより発生する無色無臭のガスで、

換気が不十分な場所で中毒が発生しています。一酸化

炭素は酸素よりも赤血球中のヘモグロビンと結合しや

すいため、吸入すると体内組織への酸素供給が阻害さ

れ、神経系や循環器系に影響を及ぼします。また、無

色無臭であるため吸入しても気がつかず、意識喪失か

ら呼吸停止に陥るため無意識のうちに被災する特徴が

あります。毒性が強く、高濃度の一酸化炭素を吸うと

短時間で昏睡、死亡する危険があり、低濃度では軽度

の頭痛、吐き気、めまいといった症状が出て、やがて

昏睡、失神、死亡に至ります。また、意識が回復しても、

神経症状や精神症状が再度現れる可能性があります。

　なお、下水処理場などで発生するのは、一酸化炭素

ではなく、硫化水素です。

まず、過去３か月の

活動について報告・承

認の後、確認事項とし

て①役員の確認②愛知

労働局安全衛生労使専

門委員の対応③労働保

険年度更新手続きと適正加入の取り組み④労働保険年度更

新研修会⑤当面の日程 を提案した。

続いて、議事については①２０１３年度の活動計画日程に

ついて②２０１３年愛知県中央メーデーイベントへの参画に

ついて提案し、すべて満場一致承認された。

理事研修については新着のＤＶＤ「守っていますか？作

業員の法的義務」と「知っておくべき『労災保険の機能と

役割』」の２本の上映を行った。

年間活動日程については別表のとおり。

無料で貸し出し中で～す無料で貸し出し中で～す
連合愛知加盟組織に貸し出しています連合愛知加盟組織に貸し出しています

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
リスクアセス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

見落としていませんか　危険を
～「巡思」で安全パトロールを見直そう～

マンネリ化した安全衛生パトロールを打
破するためには逆転の発想による新しい
視点が重要であり、そのポイントについ
て具体的な状況事例をあげてわかりやす
く紹介。

22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

守っていますか？作業員の法的義務
過失相殺を知っていますか？

もし、守るべき義務を守らずに、災害
にあったり、他人を事故の巻き込んだ
りしたら。あなたにも責任が問われま
す。「過失相殺」とは被害者の過失によ
る請求額の減額…。

16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

みんなで取り組むメンタルヘルス

中災防が重点的に取り組んでいる「メ
ンタルヘルス対策に活かす職場改善」
についてその意義と進め方について解
説するとともに先進企業の取り組みを
紹介。

24分

let’s talk.
let’s go in for testing.

 話をしよう！検査に行こう！about AIDS, HIV
HIV/AIDSが誰にもわかるDVD 20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

お申し込みは「安全衛生センター」まで　　☎０５２－６８４－０００３

１月

年末年始の輸送等に関する安全総点検
（前年１２月１０日～１月１０日）
平成２４年度年末年始無災害運動（前年１２月１５日～１月１５日）
防災とボランティア週間（１５日～２１日）

２月 省エネルギー月間

３月

春の全国火災予防運動（１日～７日）
車両火災予防運動（１日～７日）
建築物防災週間（１日～７日）
女性の健康週間（１日～８日）

４月
春の全国交通安全運動（６日～１５日）
世界健康デー（７日）
みどりの月間（１５日～５月１４日）

５月
ごみ減量・リサイクル推進週間（３０日～６月５日）
禁煙週間（３１日～６月６日）

６月

土砂災害防止月間
全国安全週間準備月間（１日～３０日）
危険物安全週間（２日～８日）
歯の衛生週間（４日～１０日）
火薬類危害予防週間（１０～１６日）

７月
国民の安全の日（１日）
全国安全週間（１日～７日）
全国鉱山保安週間（１日～７日）

８月

電気使用安全月間
食品衛生月間
防災週間（３０日～９月５日）
建築物防災週間（３０日～９月５日

９月

健康増進普及月間
全国労働衛生週間準備月間
心の身体の健康推進運動（１日～３０日）
全国作業環境測定・評価推進運動（１日～３０日）
防災の日（１日）
自殺予防週間（１０日～１６日）
救急の日（９日）
秋の全国交通安全運動（２１日～３０日）
環境衛生週間（２４日～１０月１日）

１０月

体力つくり強調月間
健康強調月間
全国労働衛生週間（１日～７日）
目の愛護デー（１０日）
高圧ガス保安活動促進週間（２３～２９日）
全国産業安全衛生大会［大阪］（３０日～１１月1日）

１１月

職業能力開発促進月間
特定自主検査強調月間
秋の全国火災予防運動（９日～１５日）
医療安全推進週間（２４日～３０日）

１２月

年末年始輸送等に関する安全総点検（１０日～翌年１月10日）
平成２５年度年末年始無災害運動（１５日～翌年1月１５日）
障害者週間（3日～ 9日）
人権週間（4日～10日）

２０１３年 安全衛生カレンダー
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