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安全衛生安全衛生

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ
【Ｑ74】次の機械安全に関する用語の解説のうち、不適切なもの

はどれか

（イ）�「フェール・セーフ」とは、機械設備が故障した場合に、事故・

災害に結びつくことなく、安全側に移行するシステムのことで

ある

（ロ）�「本質的安全設計」とは、機械設備に異常や故障が発生したり、

人間が誤操作しても災害に至らないような設計である

（ハ）�「安全確認型システム」とは、人が危険な状態になったことを検

出して、機械の危険な動作を停止するシステムである

（二）�『フール・プルーフ」とは、人の不適切な行為や過失があっても、

機械設備やシステムなどが停止することなどによって安全が保

たれるようになっていることである

答えと解説は裏面

「労働保険」とは、業務又は通勤に起因して負傷等を被った労働者

に対して補償を行う労働者災害補償保険（労災保険）と労働者が失

業した際に生活の安定等を図る雇用保険により構成される制度で、労

働者の福祉の向上を目的としている。

この「労働保険」は、政府が管掌する強制保険であり、保険料の

徴収等については、事業主（労組では委員長）による自主申告・自主

納付を前提としている。

しかしながら、現状においては労働保険制度についての理解が不

十分であることなどにより、未だ労働保険の手続きがされていない労

働組合も想定されることから、「未手続労組の一掃」のため、厚労省

の「労働保険適用促進強化期間」に合わせて、周知及び加入促進を

呼び掛けていく。

労働組合における役職員別労働保険加入表

執
行
委
員
長
（
組
合
長
）

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）には加入できない

委員長は労災保険に特別加入すること
が望ましい　　　　　　　　　　　　
≪他の役職員は労働保険に加させなけ
ればならない≫　

専従の委員長の場合
委員長だけが専従者で他役職は
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が望ましい

委員長は労災保険に特別加入すること
が望ましい　　　　　　　　　　　　
　≪職員については職員の項参照≫

委
員
長
以
外
の
役
員

専従役員（当該組合内）

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させなけれ
ばならない
派遣役員は派遣先で労災保険に加入さ
せる

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る
労働保険には加入できない

職
員

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らない
労災保険に加入させなければならない

職員は委員長の責任、役員は自覚の問題
11月は労働保険適用促進強化期間

※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（それ以下の場合は労災保険には加入させな

くてはならないが雇用保険は加入しなくても良い

安全衛生センターでは、労働保険の手続きを行っています。

お問い合わせは　☎０５２－６８４－０００３　まで

若い時から生活習慣改善を！　

健康づくり指導者セミナーは10月２日（水）～３日（木）あ
いち健康の森　健康科学総合センターで行われた。

連合愛知からの参加
者は８名、全体では70
名が参加した。

健康日本21とは健康
増進法に基づき策定さ
れ、国民の健康の増進
の推進に関する基本的
な方向や国民の健康の
増進の目標に関する事
項等を定めたものであ
る。この方針が10年ぶ
りに全部改正され「健康日本21（第２次）」として今年度からス
タートした。この研究者代表があいち健康科学総合センター長
の津下一代氏で、今回の研修のスタートに講演が行われた。

テーマは「産業保健のこれからの10年を考える」～労働者の
健康を守るために～として行われた。

阿倍内閣の「日本最高戦略‐ＪＡＰＡＮ　ＩＳ　ＢＡＣＫ‐
戦略市場創造プラン」のテーマ１が国民の「健康寿命」の延伸
である。平均寿命が延びるのは良いが、一方で、介護など社会
補償費にかかる予算の増大が重要な課題となっている。

そこで、元気で働ける人を増やす。退職後も介護の世話にな
らず自立して生活できる「健康寿命」を伸ばすことが必要とな
る。

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）は、喫煙などで肺の先っぽの
細胞が死んでいく病気で、最後は呼吸困難となり、酸素吸入な
しでは生活ができなくなる。そして、症状が出てからでは治ら
ない病気である。動脈硬化は、脳卒中、心筋梗塞などを引き起
こす。その原因は、加齢喫煙、高血圧、脂質異常、糖尿病、運
動不足、食べ過ぎ、飲み過ぎ、ストレス、家族歴などであるが、
多くは生活習慣を改善することで防げる。ＣＯＰＤ、認知症も
同様である。

若いうちから体重変化など日常の健康管理と定期健診により
早期に対策を取ることが必要で、病気になっても元に戻せる段
階での対処が重要となる。また、女性の健診率と男性は退職後
の健診率が低くなる傾向にある。健診はブラックボックスを調
べるチャンスである。

そして、バランスの良い食事と運動習慣により、健康長寿を
自分の手に入れることができる。

その後、「ＣＯＰＤ
の予防と対策」「健診・
医療費データの分析を
通して先行投資（健康
づくり）の必要性」「企
業経営にとっても従業
員の健康づくりが重
要」「メンタルへルス
の復帰支援にも運動に
よる効果」等の講義と
グループワークを行い
研修を終えた。

連合愛知「２０１３エイズデーフォーラム」

と　き　１１月２９日（金）13：30～ 14:30

ところ　れあろ６階大会議室　　定期総会前段

報　告　１０月９日要請済み（総会と同様）

連合愛知安全衛生センター第２５回定期総会

と　き　１１月２９日（金）14:40 ～ 16:40

ところ　れあろ６階大会議室

参　加　１０月９日要請済み

締　切　１１月１５日（金）



【答え】（ハ）
《解説》「安全確認型システム」とは安全が確認できているとき

だけ、機械が動作するシステムです。これに対して、高速で回転

している容器の扉が間いたときにこれを検知して回転が停止する

「危険検出型システム］と坪ぱれる技術が使われていることがあ

ります。

「危険検出型システム」では、扉が間いていることを検知するセ

ンサーの故障や信号を伝達する配線の断線などが起こると、カ

バーが開いてもその危険が伝えられずに輝か間いたまま機械が

動き続ける危険があります。輝が閉じている信号が人っている間

だけ動作することができるようになっている「安全確認型システ

ム」で機械による災害を防止しましょう。

　「フェール・セーフ」、「本質的安全設計］、「フール・プルーフ」

という用語は、機械安全を考える上で、必ず出てくる用語です。

機械による労働災害を防止するためには、これらの用語の意味

を正しく理解し、その技術が組み込まれた機械を使用することが

望まれます。

「のばせ健康長寿！」
「健康長寿をのばすために」の講演より（前号

の続き）平均寿命は長野県が第１位であるのに、
健康寿命（個人が自立して生活を営み続けられ
る）の男性では愛知県が１位である。80歳を超え
て免許証が無くなり買い物もできなくなるので
は自立はできない。

健康であることと、インフラが整備されてい
ることが重要である。

あなたは80歳をどう迎えますか？！
要介護にならないために何が必要か。要介護

の原因に脳卒中があげられる。昔は死の病であっ
たが、今では要介護の№1となっている。

愛知県のある市の調査で、脳卒中は退職して間もない60代70代で要介護
認定を受ける。（女性は骨・関節系で75以上に多い）

脳卒中の危険因子ははっきり判っていて下図で９割が説明できる。メタ
ボ、脂こい食べ物、野菜が少ない食事、運動不足。

週に１回１時間以上汗ばむ運動をすることでリスクは半減できる。
アルコールは１日２合以上の摂取者でリスクが高まる。
日本ではだいぶ高血圧が減ってきたし喫煙率も下がってきているのでい

い方向に向かっているが、まだ減らせる。
血圧降下剤を飲んで血圧が低いから安心かと言えば、そうではなく、飲

んでいない人よりリスクは４倍高い。それは、高血圧になる背景（運動しな
い，メタボ）があり、そこを改善しない限り、血圧だけ下げても脳卒中リス
クは下げられない。他のリスクを減らすことが必要となる。

塩分の取り過ぎに注意
おかずの多い人、ラーメンの汁を飲み干す人は塩分が多いので注意。また、

味噌汁は１日１杯に、そして野菜の多い食事に心がけることが重要だ。
認知症は自分だけで介護をしようと思っては絶対ダメ！社会で見てもら

う制度があり、親の介護で仕事を辞めるということは避けて欲しい。
認知症は死に至る病という認識がない。日本では死因に入っていない。

しかし、アメリカでは死因の３位、欧州では７位である。
生後いったん正常に発達した精神機能が⇒慢性的に減退・消失が始まる

⇒日常生活・社会生活を営めない状態になる。言葉が判らない。どこにいる
のか判らない。服が着れない。最後に食事が食べられなくなり死に至る。

若い時から生活改善を！！
認知症の最大の危険因子は年齢。85歳まで緩やかに上昇し85歳を超える

と急激に上昇する。
動脈硬化危険因子（高血圧・糖尿病・高コレステロール血しょう・喫煙）

と受動喫煙も危険因子である。85歳というと先の話かもしれないが、若いう
ちからの生活習慣病予防が認知症予防にもつながる。

血圧降下剤による血圧の下げ過ぎによる血流低下、認知症の家族歴もリ
スクを上げる。

新・脳疾患は高血圧・血糖値・資質異常が重なるほどリスクは高くなる。
肥満の４０代と非肥満の６０代と同程度のリスク、すなわち肥満は老後の先
取りとも言える。

若い時の生活習慣病対策が大事であり、健診を受けて自分の体の中で起

こっている変化を理解し、生活を改善するなど健康管理が重要である。

以下次号に続く

①　高血圧
②　喫煙
③　内臓脂肪型肥満
④　食事
⑤　身体活動
⑥　脂質
⑦　糖尿病
⑧　飲酒
⑨　ストレス・うつ
⑩　心疾患

生活習慣病そのもの　　　　
生活習慣病に起因する疾病

脳　卒　中　の　危　険　因　子
Ｌａｎｃｅｔ2010：376：112-123

人口寄与リスク
９０％

ＤＶＤを無  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

タ　　イ　　ト　　ル 内　　　　　　　　　容 収録時間

　　　協力会社の事業者責任
　　　判例から学ぶ四重責任

ある判例を通して、協力会社の事業者に
課せられる四重責任について判り易く解
説します。

１５
分

　　　協力会社の事業者責任
　　　安全配慮義務とは何か

ある弁護士事務所に、労働災害を起こし
悩んでいる事業主が相談に来るところか
ら始まります。

１５
分

ヒューマンエラー災害と対策
ヒューマンエラーの原因を知
ろう！

人間は機会にはできな臨機応変な対応が
できます。しかし、時には「臨機応変」が「自
分勝手」に変わりヒューマンエラーが起
きてしまいます。

１６
分

ヒューマンエラー災害と対策
ヒューマンエラーを防ごう！

ヒューマンエラーが発生することを前提
に対策を考えることが重要です。対策が
むつかしいものはヒューマンエラーの発
生を抑制する対策の二段構えが有効です。

１８
分

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、他人を事故に巻き込んだりし
たら。あなたにも責任が問われます。「過
失相殺」とは被災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　t a l k ．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

新着

新着

お申し込みは「安全衛生センター」まで      ☎ ０５２- ６８４－０００３


