
雇用保険
労働者が失業した時の失業給付や、失業した労働者の生

活の安定や再就職の促進を図ることを目的としている。

労災保険と同様、一人でも雇用していれば強制的に加

入させなければならない（○３１日以上雇用の見込みがある

こと○週所定労働時間が

２０時間以上のこと）が、

雇用形態によっては適用

除外の労働者もいる。

手続きは安全衛生セン
ターにお任せを

連合愛知安全衛生セン

ターは労働保険事務組合

の資格を有しており、特

別加入の手続きを行うこ

とができる。現在、連合

東海ブロック５県の労働

保険を扱っており約１００

の労働組合が加入してい

る。

まだ、労災保険に入っ

ていない委員長や役職員

がいれば相談していただ

き、ただちに無保険状態

を無くそう。

労働保険は強制加入!!　役員共済で代替は不可!!
あなたの組合では、労働保険の手続きをしていますか？
全労済の役員共済は自動車保険で言うところの任意保険、

労働保険は自賠責保険であり加入が義務付けられています。
公的保険は強制加入
労働者災害補償保険（以下、労災保険）、雇用保険を総称

して労働保険と呼んでいる。労働保険上では、労働組合も

一つの事業所であることから、委員長が事業主となり、他

の専従役員および専従職員（書記）を全員労災保険及び雇

用保険に加入させなければならない。（ただし、雇用保険に

ついては、会社側で加入することも可能である）労働保険

のことは会社へ任せているというのは間違いである。

労災保険
労災保険は、業務上

の事由又は通勤による

労働者の負傷、疾病、

障害、死亡等に対して

迅速かつ公正な保護を

するために、必要な保

険給付を行い、あわせ

て社会復帰の促進、当

該労働者及びその遺

族の援護、労働者の安

全及び衛生の確保等

を図り、もって労働者

の福祉の増進に寄与す

ることを目的としてい

る。

労働者（パート・ア

ルバイトを含む）一人

でも雇用している事業

所は強制加入しなけれ

ばならない。労災保険上では事業主（代表者）は労働者と

みなされないため労災保険に加入できないが、労働組合の

委員長は「特別加入」ができる。特別加入にあたっては労

働保険事務組合で手続きを行わなければならない。

保険料率
保険料率は表の通りであり、労災保険については全額事業

主（労働組合）負担となる。

第２７３号２０１３年２月２０日
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【Ｑ】作業手順書に関する次の記述のうち、不適切なものは

どれか

（イ ）管理監督者は、作業者から提出されたヒヤリ・ハッ

ト情報を、作業手順書の見直しに活用している

（ロ ）非定常作業については、繰り返しの作業ではないので、

作業手順書を作成しなくてもよい

（ハ ）作業者の作業手順の遵守を図るには、管理監督者が

自ら作業手順書どおり作業することも効果的である

答えと解説は裏面

執
行
委
員
長
（
組
合
長
・
会
長
）

専従の委員長の場合
　委員長だけが専従者で他役職員は非専従

　委員長と職員が専従（組合の雇用）である

　委員長の他、専従者（出向職員）がいる

➡➡

➡➡

労災保険に特別加入することをお勧
めします

委員長は労災保険に特別加入するこ
とをお勧めします

非専従の委員長の場合
　他の役員は非専従で職員もいない

　他に役職員で専従者がいる

➡➡

➡➡

労働保険（※１）には加入できません

委員長は労災保険に特別加入するこ
とをお勧めします
《他の役職員は労働保険に加させな
ければならない》

委
員
長
以
外
の
役
員

　専従役員（当該組合内）※３

　専従役員（産別・連合等への派遣役員）

➡➡

➡➡

専従役員は労働保険に加入しなけれ
ばなりません
派遣役員は派遣先で労災保険に加入
して下さい

非
専
従
役
員

　他に専従の役職員がいる

　他に専従の役職員がいない

➡➡

➡➡

労災保険に特別加入ができます

労働保険には加入できません

職
員
（
書
記
）

　組合雇用の職員がいる（※２）

　会社の雇用で組合に出向職員がいる

➡➡

➡➡

労働保険に加入させなければなりません

労災保険に加入させなければなりません

※１　労働保険とは労災保険と雇用保険の総称

※２　労働組合雇用の職員で、週２０時間以上、３１日以上雇用の見込みのある者
　　　 （それ以下の場合でも労災保険は加入させなくてはならない）

※３　雇用保険ついては、会社で加入することもできる

労働保険料率

平成２５年度雇用保険料率
負 担 率

事業主 被保険者

１３．５／１０００ ８．５/１０００ ５／１０００

参考
平成２４年度労災保険料率 事業主（労働組合）負担

下記以外の役員及び職員 ３/１０００

一人だけ専従の委員長 ５/１０００

と　き　２０１３年４月１５日（月）１３：３０～
ところ　れあろ６階大会議室
内　容　①労働保険って何？
　　　　②年度更新手続きの記入方法について
　　　　③質疑（個別指導）
案内近日発送

労働保険年度更新研修会労働保険年度更新研修会労働組合労働組合でで加入手続加入手続きをきを！！労働組合で加入手続きを！



１月２２日（火）愛知県歯科医師会館

において受動喫煙防止対策推進フォー

ラムが開催された。愛知県、名古屋市、

愛知労働局、全国健康保険協会愛知支

部、健康保険組合連合会愛知連合会の

主催で行われた。以下概要をシリーズで紹介する。

フォーラムは取り組み事例報告２件

と基調講演、パネルディスカッション

が行われ、事例報告のうち大豊工業㈱
では①建物内の喫煙室を建物の喫煙場

所に移動したこと、②毎月禁煙デーで

全敷地内禁煙③禁煙セミナー等を実施

したことにより、喫煙率は

５１．３％５１．３％ から ３５．７３５．７％％ へ
大幅に減ったことが報告された。

基調講演で産業医科大学　大和浩教授は、禁煙対策は、

当初は分煙から喫煙室、次第に建物内禁煙に移りつ

つある。

喫煙はニコチン依存とい

う脳の病気である。喫煙で

リラックスするというのは

ニコチン切れのストレスだ

け解消される。ニコチン濃

度の低下に伴う不快感その

ものを取り去るには禁煙外

来へ受診することが最も大

切なことだ。

喫煙室は喫煙者にとっても受動喫煙や室内に充満する有

害物質により最悪の環境で

ある。また、実験結果から

はどんなに換気扇を付けよ

うが、人の出入りでこの有

毒ガスが部屋の外に漏れる

ことが実証された。従って、

喫煙室は撤去し、建物内禁

煙とするべきだ。

２月１３日（水）１３時３０分から愛知県が主催する「職場

のメンタルヘルス対策シンポジウム」がルブラ王山におい

て開かれた。このテーマに対する関心の深さから募集人員

の３００名を超える人が集まった。

基調講演は、株式会社ジェイテクトの

統括産業医・福井 明氏が行った。講演

の一部を紹介する。

今や企業ではメンタルヘルスの最大問

題はうつ病である。仕事の負荷が自分の

能力を超えるとうつ病になる。従来、過

労死とうつ病とは密接な関係があり、過

重労働の結果うつ病となる。もう一つは職場における人間

関係、特定の人物（大概は上司）との関係が発病の要因とし

て考えられる。能力を超えた仕事を与えられ、できないか

ら叱責（いじめみたいなもの）され発病する。特定の人物と

引き離すとたいがい問題は解決する。

これに対して、新型うつ病といわれるものは、アメリカ

精神医学会とかＷＨＯで診断基準ができたことにより、こ

れにあてはまるからうつ病と診断されるものである。もと

もとやる気がなく、熱心に何かに取り組んで認められた経

験がない。仕事のノルマや上司との関係など規範になじめ

ずうつ状態になる。要は、自分勝手で会社の決まりに縛ら

れるのが嫌で病気になる。従って、環境の変化で突如良く

なることがある。

従来型うつ病と「新型うつ病」の対応の違い
従来型うつ病 新型うつ病

本人 頑張らないこと 少し頑張らないといけない

周囲 励まさない 多少は励ますのが良い場合も

言葉 あくまで優しく 言葉は優しく、態度は厳しく

自殺
罪悪感や絶望感によっ
て自殺を企てる

衝動的に自殺を企てることが
ある

講演の後、事例発表、

パネルディスカッション

が行われた。特に、支援

団体の紹介では様々な支

援がえられるので是非、

活用していただきたい。

愛知県産業保健推進センターとメンタルヘルス対策支援センター
〈052－950－5375〉　　 〈052－973－0040〉
無料無料　支援内容：窓口相談、個別指導、研修など

愛知障害者職業センター〈052－452－3541〉
無料無料　支援内容： 職場復帰支援（体力増進、仕事への集中

力等の向上を図る）

地域産業保健センター
無料無料　 県内各地域にある。５０人未満の小規模事業所対象

医師または保健師がメンタルヘルス不調に対する相

談・指導など

愛知県
無料無料　 職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー派遣

事業

〈052－954－6359〉
中央労働災害防止協会
安全衛生のシンクタンクとしてメンタルヘルス対策。スト

レスチェックから組織診断、アドバイス、研修等

【答え】（ロ）
《解説》作業手順書は、誰もが同じように作業ができる

よう標準化したものですが、その中には、品質だけで

なく安全な作業のための要素も含まれています。した

がって、管理監督者は品質だけでなく安全の観点から

も、率先して作業手順を実施することにより作業者を

教育し、遵守を促すとともに、作業の仕方にムリはな

いか、作業者からのヒヤリ・ハット情報や直接作業者

の意見を聞くなどして作業手順書の見直しに役立てる

ことが必要です。

　なお、日常作業だけでなく、機械設備の定期点検な

ど想定される非定常作業に関する作業手順書を作成す

ることは災害防止の観点から大切なことです。

福井　明氏

支援センターを活用しよう！！支援センターを活用しよう！！支援センターを活用しよう！！支援センターを活用しよう！！
今度の２２日から、はじめませんか？

タバコの煙の成分
成分名 身近な例

アセトン

ヒ素

ブタン

カドミウム

一酸化炭素

トルエン

ＤＤＴ

‥
‥

ペンキ落とし

蟻駆除剤

ライター用燃料

電池

車の排気ガス

工業用溶媒

既に使用禁止の殺虫剤
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