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【問題】�穀物を貯蔵している倉庫内で同僚が倒れているのを倉庫の外か

ら発見した。どちらの行動が適切か

（イ）すぐに倉庫内に入って救助する

（ロ）酸素欠乏危険作業主任者に直ちに知らせる	 答えと解説は裏面

連合愛知構成組織の皆さん、新年明けま

しておめでとうございます。

日ごろより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

に心から感謝申し上げます。

さて、今年の干支は未（ひつじ＝羊）。

群れをなす羊は、家族の安泰を示し、いつ

までも平和に暮らすことを意味しているそ

うです。また、「未」は、まだ熟しきらない

成長途上の植物を表しているもので、未熟

の未という意味であるとされています。

これらを私たちの生活に置き換えます

と、働く仲間の安全を確保・維持することは、その家族が不安なく穏

やかに生活していくために最も重要な要件であります。しかしながら、

愛知県下では昨年も、多くの労働災害が発生し、年間で54名（速報値）

もの尊い命が失われ、また、交通事故による死者数も204名（暫定値）

に上りました。

このような状況からすれば、働く仲間を労働災害や交通災害から

守っていくための取り組みは、未だ十分ではなく、われわれ労働組合

の取り組みも更に強化・

発展させていかなけれ

ばなりません。

連合愛知安全衛生セ

ンターは、今年度も「労

災の未然防止、健康づ

くり活動の推進」、「安

全衛生活動のレベル

アップ」、「活動に役立

つ情報提供と啓発活動」

などを通じて、ひろく

勤労者・県民の生命と

健康を守る取り組みを

推進していく所存であ

ります。

引き続き、私どもの

活動に対する変わらぬ

ご理解とご協力をお願

いいたしますとともに、

各企業・事業所の職場

で働く全ての仲間の安

全と健康を祈念し、新

年のあいさつといたし

ます。

理事長あいさつ理事長あいさつ理事長あいさつ 全国産業安全衛生大会ｉｎ名古屋

決意も新たに２５年目の活動スタート
１月22日（木）安全衛生センター 2015年度第１回理事会を開催した。

今年度は、安全衛生センター発足25年目の

節目の年に当たり、改めてこれまでの活動を

検証しつつ、継続発展を目指していくことと

なった。

まず、過去３か月の活動について報告・承

認の後、①理事の交代②2015年度役員の確

認③労働保険年度更新研修会の開催④当面

の日程を提案・確認した。

理事の交代は以下のとおり。

続いて、議事については①2015年度の活

動計画日程について②連合愛知労災保険組

合第24回定期総会の開催について③愛知労

働局安全衛生労使専門家会議委員の推薦に

ついて④企業の総合的な「地震対策を考え

るセミナー」への参加要請について⑤2015

年愛知県中央メーデーイベントへの参画に

ついて⑥第２回理事会の開催について提案

し、すべて満場一致承認された。また、25

周年記念事業についても、次回理事会で検

討することとなった。

理事研修については、ＤＶＤ「労働保険

の機能と役割」を視聴・研修した。

なお、ＤＶＤについては安全衛生関係を

中心に27巻保有しており、構成組織には無
料で貸し出しをしているので是非、お申し

出ください。

年間活動日程については別表のとおり。

構成組織 新 理 事 前 理 事

ＪＡＭ東海 今泉　徹 岡田和雄

労働保険豆知識シリーズ①

私たちは生活する上で数々の保険に加入している。このうち、

法律で強制加入が義務付けられているのが公的保険である。

公的保険の特色は、「①法律で加入が義務付けられている②

国が責任を持って管理運営を行っている③負担は所得に応じて、

給付は必要に応じて行う④身体が対象で、物（財産）は対象と

しない」であり、その種類は健康保険、厚生年金保険、国民年金、

国民健康保険、労働者災害補償保険（以下、労災保険）、雇用保

険となっている。

公的保険のうち、労災保険、雇用保険を総称して労働保険と

呼んでいる。

連合愛知安全衛生センター活動計画 行政・安全関係団体等

1 月 第１回理事会（22 日） 年末年始無災害運動

２月 労働保険料第３期分納付
労災保険特別加入変更確認案内 情報セキュリティ月間

３月 労災保険特別加入変更確認手続き
第２回理事会（10 日） 自殺対策強化月間

４月
連合愛知労災保険組合総会（9 日）
労働保険年度更新研修会（9 日）
愛知県中央メーデー（18 日）

世界保健デー（7 日）

５月 春の全国交通安全運動
世界禁煙デー（31 日）

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 全国安全週間準備月間

７月 第３回理事会（15 日）
全国安全週間 (1-7 日 )
熱中症予防強化月間 
愛知産業安全衛生大会　 

８月 　 食品衛生月間
電気使用安全月間

９月 安全衛生担当者研修会
全国労働衛生週間準備月間
防災の日（1 日）
自殺予防週間 (10-16 日 )

10 月 健康づくり指導者セミナー
第４回理事会（1 泊）

全国労働衛生週間 (1-7 日)
健康強調月間
全国産業安全衛生大会ｉｎ
名古屋（28-30 日）

11 月 過労死等防止啓発月間

12 月
第２７回定期総会
連合愛知エイズデーフォーラム

世界エイズデー ( １日 )
年末年始無災害運動

２０１５年１０月２８日（水）〜３０日（金）

全国産業安全衛生大会

は、安全衛生に関する研

究発表、講演等を行い産

業安全・労働衛生の推進

向上を図り、労働災害防

止に寄与する目的で毎年

開催される。

本年は１２年ぶりに名古屋市で行われることとなった。



【答え】（ロ）
（解説）　穀物を貯蔵していた倉庫で人が倒れていた場合は、酸

素欠乏症になっていることが考えられます。

いきなり酸素欠乏状態の空間に飛び込むと、救出に入った人が

2次災害にあうこともあります。被災者を見つけたら、直ちに

酸素欠乏危険作業主任者等にその状況を伝え、その指示に従っ

てください。タンクやピットなど、酸素欠乏の危険がある場所

に勝手に立ち入らないようにしましょう。

スマート・ライフ・プロジェクト
１２月９日あいち健康の森健

康科学総合センターにおいて「健

康寿命の延伸を目指して平成26

年度　ネットワーク事業健康増

進施設連絡会議　平成26年度第

３回健康寿命をのばそう！サロ

ン」が行われ参加してきた。

健康寿命をのばすために、厚

生労働省はスマート・ライフ・プ

ロジェクトを設置し取り組みを

進めている。今回の会議ではそ

の内容と、活動事例等について

紹介があった。内容については

次号で紹介することとし、今回

はスマート・ライフ・プロジェク

トの概略を紹介する。

《スマート・ライフ・プロジェクトとは》
「健康寿命をのばしましょう。」を

スローガンに、国民全体が人生の最

後まで元気に健康で楽しく毎日が送

れることを目標に、企業・団体・自

治体と協力・連携しながら取り組む

厚生労働省の国民運動である。平成

23年２月に開始した。

プロジェクトでは、運動、食生活、

禁煙の３分野を中心に、具体的なア

クションの呼びかけを行っている。

2014年度からは、これらのアクショ

ンの他、健診・検診の受診を新たな

テーマに加え、更なる健康寿命の延

伸を、プロジェクトに参画する企業・

団体・自治体と協力・連携しながら

推進している。なお、いきいき健康

大使として、「三浦雄一郎」さん「有

森裕子」さん「平原綾香」さんが任命されている。

《３つのアクション》
１．スマートウォーク

①		毎日なら１０分

の早歩きで効果

がある。

②		生 活 習 慣 病 予

防には、男性で

9,000歩、女性で

8,000歩が必要で

ある。（平均的歩

数では1,000歩足りない）

　	だから、あと10分歩こう。そのため、

　　㋐ 一駅歩こう

　　㋑ ウチから10分は歩くべし

　　㋒ 携帯音楽プレーヤで３曲分歩こう

２．適切な食生活
①		１日に＋70gの野菜を。

				日本人は平均280gの野菜を摂取、70g足りない。あと、トマ

ト半分。また、温野菜なら食べやすい。

②		朝食はすこやかな生活習慣の第一歩だ。

				朝カフェで１日をスタート。また、おにぎりこそわれらが誇

るファストフード。

３．禁  煙
①	禁煙を。

②		タバコを吸うことは健康を損なうだけでなく、肌の美しさ

や若々しさを失うことにもつながる。

　　㋐ 流産するかもしれない。

　		 			タバコには4000種類にもおよぶ有害物質が含まれてい

る。子宮に悪影響をおよぼすことは科学的な研究で明ら

かになっている。あなた自身の「未来」のためにも。

　　㋑ タバコは美しさをこわす。

				 				女性の皆さん、どうぞタバコをやめてください。あなた

自身の美しさのためにも人類シアワセのためにも。

 

―写真真ん中だけ使用― 

 

「レセプションホール」

 

 

日時 ２月１６日（月）１３：３０～１６：３０ 

会場 ホテル ルブラ王山 ２階 飛翔 

定員 ２００人（先着順・参加無料） 

主催 愛知県 

内容 基調講演と事例発表等 

講師 斎藤雅彦氏 高木道久氏 

申し込み 申し込み用紙でＦＡＸ 

 （構成組織に送付済み又は愛知県ＨＰで検索） 

職場のメンタルヘルス対策セミナー

連合愛知「心の相談室」の
日本産業カウンセラー協会からご案内

２０１５年度

産業カウンセラー養成講座
 教育訓練給付制度一般教育訓練指定講座

“聴く”ことを基本に人を支える力をつける
受 講 期 間　　　約７か月
受 講 料　　　２２６，８００円
カウンセリング実習　　　１０４時間
問 合 せ 先　　　052-618-7830

《健診・検診の受診》
同じ「けんしん」という言葉でも、実は目的や内容が違うこと

を知っている人は少ないかもしれない。その違いを知ってもらう

ことも、興味を持ち、受診してもらうための一歩である。

１．健  診
特定健診などの「健診」は、健康保持・増進のために、そのと

きの健康状態を調べて何か問題があった場合に改善することが主

な目的である。毎年定期的に健診を受診しよう。

２．検  診
がん検診などの「検診」は、病気の早期発見・早期治療を可能

にする上で大切である。従業員や職員、その家族の安心のため、

また優秀な人材を失わないためにも、検診を受診しよう。

「健康寿命」とは
人の寿命における“健

康上の問題で日常生活が制

限されることなく生活でき

る期間”を意味する。2010

年の調査によると、日本で

は男女とも平均寿命と健康

寿命との間に10歳前後の差

がある。（健康寿命：男性

70.42、女性73.62）

なお、都道府県単位の平

成25年度健康寿命は愛知県

の男性が№１（71.74）女性

は第３位（74.93）となって

いる。


