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巻頭リレー随筆巻頭リレー随筆

私は、若い頃は山登

りが趣味で、剱岳、槍ヶ

岳など数多くの山々に

登頂してきました。登

山は計画が甘かったり、

準備を怠ったりすると、それがそのまま命

を失うことに繋がってしまうため、当時は

仲間と長い時間をかけて慎重に計画、準備

を進めたものです。

実は、高校生の時に近畿の屋根と言われ

る大台ケ原で遭難して（当事者である私たち

は遭難したとは思っていなかったのですが

…）テレビや新聞などで報道されたことがあ

ります。

大台ケ原は日本一の豪雨が降る場所と言

われているほど雨の多い場所で、その日も

午後から土砂降りの雨となり、予定した歩

行ルートに濁流が流れ、氾濫した川のよう

になったため、これ以上進むのは危険と判

断し、ルートを少し外れたところに荒廃し

た山小屋を見つけ、そこで雨風を凌ぐため

丸二日間、緊急避難していただけなのです

が、大雨で捜索活動が行えず、状況が分か

らない下界では、山に入った高校生だけの

グループが予定を二日過ぎても下山して来

ないと大騒ぎになってしまったのです。

だからと言って、もし無理をしてそのま

ま歩を進めていたならば濁流に呑まれてい

たかもしれません。では、当時の私たちは

何故その場に止まろうという判断が出来た

のでしょうか。それは手元に十分な食糧が

あったからです。大台ケ原は天気の良い日

であれば一日で下山出来る山です。だから

と言って一日分の食糧だけを持って山に

入っていたならば、この時のように天候の

急変があった場合などにはたちまち対処に

困り、判断を誤ることにもなりかねません。

不測の事態をも想定して、きちんと計画を

立て、しっかりと準備すること。これは登

山に限らず、安全確保の基本だと思います。

私は今、会社では安全担当をしておりま

すが、労働災害が発生した後にその原因を

探っていくと、お恥ずかしい話ですが、安

全作業手順書の不備に起因するケースが数

多くあります。これは、正に「計画」と「準備」

が整っていないということに他なりません。

全てのリスクを把握し排除することはな

かなか難しいことではありますが、大切な

仲間を守るため、きちんと計画を立て、しっ

かりと準備することの重要性を今後も説き

続けつつ、作業の改善に努めて参りたいと

思います。

日本通運㈱　神戸支店日本通運㈱　神戸支店
富永　武志

「計画」と「準備」
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監督署だより監督署だより
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コロナ禍でのリモートワークの普及等により、職場コミュニケーションの減少も懸念されて
いる折り、「コミュニケーションの活性化」をテーマとして研修会を開催しました。参加者　11名。

（労務部会主催）

日時　令和5年2月17日、会場　兵庫労働基準連合会研修室
講師　兵庫働き方改革推進支援センター　

派遣専門家　北井一行�氏
北井講師から、「誰もが働きやすい職場、ハラスメントのない職場を実現

していくために、組織として、そして個人として何ができるか？に気づき、
学びを深めていただきたい」として、以下の項目について、2時間弱（質疑応答含む）の講義が
ありました。

・ハラスメントの起きやすい職場　―誰もが働きやすい職場を作るために知るべきことー
・コミュニケーション概論　―職場におけるコミュニケーションの基礎―
・傾聴する　―上司等が身に着けたいセカンドハラスメント防止スキルー
・心理的安全性の必要性　―職場環境に与える効果とはー
・心理的安全性を高めるために　―ハラスメントを起こさない職場を作るためにー
講義では、

・受講者同士で絵柄伝言のグループワークが行われる、
・ 講師が、メラビアンの法則の実例として、パフォーマンス（お腹を抱え込みながらも「頭が痛

い、痛い」と訴えている）を示し、受講者の印象（頭痛or腹痛）を求める、
等、参加型の研修として、コミュニケーションの重要性について、理解を深めるものとなりま
した。

労務管理研修会（令和４年度第２回）を開催しました労務管理研修会（令和４年度第２回）を開催しました労務管理研修会（令和４年度第２回）を開催しました労務管理研修会（令和４年度第２回）を開催しました

北井講師

メラビアンの法則について グループワーク
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■ 第47回定時総会のご案内
当協会の定時総会を、以下により開催します。

日時　令和5年5月26日（金）14時から

会場　株式会社 神戸製鋼所 神戸線条工場　コミュニティセンター

（阪神電車新在家駅下車南へ徒歩7分）

案内状を同封しておりますので、会員事業場のご出席をお願いします。（ご欠席の場合でも

委任状を提出願います）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 技能講習修了証等の再交付・書換え手数料の改定について
修了証等の再交付・書換えについては、令和5年4月1日から、手数料を、2,200円（税込み）

とさせていただきます。対象となる手数料は以下になります。

・技能講習・推進者講習修了証の再交付・書換え

・特別教育等修了証の再交付・書換え

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 当協会主催の教育のご紹介（危険予知訓練（KYT））
危険予知訓練とは、ご存じのとおり、職場や作業の中に潜む危険要因とそれを引き起こす現

象を職場小集団で話し合い、 危険のポイントや重点実施事項を共有し、行動する前に指差呼称

等で確認し、未然に災害を防ぐ先取りの安全対策になります。

近年、若年層の労働災害が増加傾向にあります。（以下の統計を参照）

危険予知訓練（KYT）を活用し、若年層等経験の少ない労働者の危険感受性を高め、先取り

の安全対策を更に進めましょう！

次回の定期開催は5月16日になります。詳細は当協会HP参照。

＊参考：�全国労働災害統計（年齢別　死傷者数（新型コロナウイルス感染症へのり患による労
働災害を除く））抜粋

20歳～29歳　平成29年14,770人　⇒　令和3年16,008人　29年比��8.4%増
30歳～39歳　平成29年18,001人　⇒　令和3年16,943人　����同� 5.9%減
40歳～49歳　平成29年26,498人　⇒　令和3年25,961人　����同� 2.0%減

（＊厚生労働省「令和３年労働災害発生状況の分析等」からの引用）
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事務局だより

令和5年4～5月度の技能講習などの予定です。
詳細は、当協会HP（https：//kobehigashi.com）をご参照ください。
技能講習等は、長年の実績を有する当協会主催の技能講習等を是非ご利用ください。

編集後記編集後記
令和5年度が始まりました。新型コロナウイルスに関し、3月13日からはマ令和5年度が始まりました。新型コロナウイルスに関し、3月13日からはマ

スク着用が個人の判断にゆだねられ、GW連休明けからは感染症法の5類に移スク着用が個人の判断にゆだねられ、GW連休明けからは感染症法の5類に移

行する等、長かったコロナ禍もようやく終わりつつあるようで、引き続きの行する等、長かったコロナ禍もようやく終わりつつあるようで、引き続きの

感染防止対策は必要でしょうが、コロナ後の令和5年度となることを期待して感染防止対策は必要でしょうが、コロナ後の令和5年度となることを期待して

います。協会の研修会等では、間隔着席を確保する等、対策して参りますので、います。協会の研修会等では、間隔着席を確保する等、対策して参りますので、

ご利用いただきますようお願いします。ご利用いただきますようお願いします。

実施実施
機関機関 講 習 名講 習 名 実施月日実施月日 会 場会 場 受講料受講料

（1名につき）（1名につき）
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（名）（名）
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安全衛生推進者養成講習
4月20日 神戸東労働基準協会 研修室

14,630円
30 4月10日

衛生推進者養成講習 10,230円

玉掛け技能講習
5月17・18日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター

21,230～23,430円 20 5月8日
5月20日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場

高所作業車運転技能講習
5月25日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター

37,334円 20 5月15日
5月27日 川崎重工業㈱神戸工場
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職長教育
4月12・17日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター

13,530～15,730円
50 4月3日

職長・安全衛生責任者教育 17,050～19,250円
酸素欠乏症防止特別教育 4月13日 神戸西労働基準協会 8,250～10,450円 40 4月3日
雇入れ時安
全衛生教育

非工業的業種向け 4月13日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター 6,050～8,250円 20 4月3日
工業的業種向け 4月24日 神戸東労働基準協会 研修室 8,140～10,340円 30 4月14日

新入社員向け ビジネスマナー研修 4月14日 中央区文化センター 5,500～6,050円 50 4月3日
安全管理者選任時研修 4月19日 神戸西労働基準協会　 15,400～17,600円 40 4月10日
低圧電気取扱い業務特別
教育

4月21日 神戸東労働基準協会　
17,050～19,250円 20 4月11日

4月22日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場
フルハーネス特別教育 4月26日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター 9,240～11,440円 50 4月17日
化学物質管理者講習 4月27日 同上 19,580～23,980円 50 4月19日
職長教育

5月11・12日 同上
13,530～15,730円

50 4月28日
職長・安全衛生責任者教育 17,050～19,250円
危険予知（KYT）訓練研修 5月16日 同上 8,030～10,230円 30 5月8日
第 1 種衛生管理者 受験準備講習 

（休日 2 日）
5月20・27日 兵庫県中央労働センター 小ホール 23,100円 50 定員になり次第

第 1 種衛生管理者受験準備講習
（平日 1 日） 5月23日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター

23,100円
20 5月12日

第2種衛生管理者受験準備講習（同） 13,090円
石綿使用建物解体業務等特別教育 5月29日 同上 8,899～11,089円 30 5月19日
自由研削用といし特別教育 5月30日 同上 9,020～11,220円 50 5月22日


