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巻頭リレー随筆

「新年のご挨拶」
神戸東労働基準協会
会長

新年明けましておめ
でとうございます。謹
んで新春のご挨拶を申
し上げます。会員の皆
様 に お か れ ま し て は、
希望に満ちた新春を健
やかにお迎えのことと心よりお慶び申し上
げます。
旧年中は、関係行政機関、諸団体並びに
会員事業所の皆様に多大なるご理解とご協
力を賜り、大きな問題もなく活動を進める
ことが出来ました。会員の皆様方のご支援
とご協力に感謝申し上げます。本年も引き
続きご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。
さて、昨年を振り返りますと、ロシアに
よるウクライナへの軍事侵攻は国際秩序を
大きく揺るがし地政学リスクの高まりを招
きました。加えて、世界経済を大混乱に陥
れることでインフレにも拍車がかかり、各
国中央銀行の金融政策転換などで先行き不
透明感が強まる中、私が所属する金融界で
も難しいかじ取りを迫られました。また、
DX や脱炭素をはじめとしたサステナブル経
営の一段の加速、非競争分野での企業間連
携や持ち株会社化等の経営効率化の他、非
財務情報の開示も広がる等、変化が激しく
将来の予測が困難な「VUCA 時代」において、
不確実要素を踏まえたリスク管理の重要性
を感じる 1 年となりました。また、7 月に安
倍元首相が銃撃されるという前代未聞の事
件が世界を震撼させ、10 月には韓国ソウル
の雑踏事故で 158 人が亡くなる大変痛まし
い事故が起こりました。命を落としたほと
んどが 20 代の若者であり、子供を持つ親と
してはやるせない気持ちになりました。「絶
対安心」と信じられてきた価値観が大きく揺
らぎ、リスクや安全面を常に想定した事前
準備の重要性を再認識した 1 年でもありま

川本

大介

した。日頃から当協会で挨拶に使われてい
る「ご安全に !」と言う言葉は、その昔、ドイ
ツの炭鉱夫たちの間で使われていた「ご無事
で !」という挨拶が由来とされています。日
本では昭和 28 年に住友金属工業で「ご安全
に !」が使われ、鉄鋼業界を中心に広まった
と聞いています。この言葉の意味を再度理
解しながら災害のない職場を目指していた
だきたいと心から願っています。
話は変わりますが今年の干支は「卯（うさ
ぎ）」で十二支の四番目に数えられる動物で
す。正確には「癸卯（みずのと・う）となり
ます。うさぎは跳びはねることから「飛躍」
や「向上」の年とも言われています。過去の
卯年を振り返りますと、1975 年ベトナム戦
争終結、1987 年国鉄民営化と JR グループが
発 足、1999 年 i モ ー ド サ ー ビ ス 開 始、2011
年地上波デジタル放送への完全移行と時代
の終わりや始まりを告げる出来事が多く起
きています。2022 年は引き続き、新型コロ
ナウィルスの感染拡大が社会経済活動に大
きな影響を与えましたが、徐々に感染拡大
防止と社会経済活動の両立を目指した「With
コロナ」に向けた段階的な移行も進んできま
した。2023年は、今までの数年間から大きく、
「飛躍」し、私たちの生活が大きく「向上」す
る年になることを期待します。
最後になりますが、安全衛生を取り巻く
環境も、厳しい状況が続いていましたが明
るい兆しも感じられるようになって来まし
た。当協会といたしましても、会員の皆様
の安全衛生活動のご支援を、神戸東労働基
準監督署のご指導を仰ぎながら、精一杯行っ
ていく所存でございます。何卒、今後とも
ご理解、ご協力のほどを宜しくお願いする
とともに、会員の皆様方のご発展を祈念申
し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。
以上

－1－

総務部会
左から
岩森勝弘
山脇鉄平 総務部長
川本大介 会長
弘津英司 副会長
串田和紀
吉岡孝文

安全衛生部会
後列左から
須藤俊人
小池正道
鵜川耕平
岡本充晴
山本裕嗣
寺嶋和彦
長野祥策
松本康宏
中田悦朗
田岡龍

前列左から
仁科裕之 衛生部長
大西泰弘 安全部長
川本大介 会長
川井諭 副会長
日向順一
藤田忠弘

労務部会
後列左から

前列左から

伊原広和

桃谷仁 労務部長

富永武志

川本大介 会長

末松徹也

岡田徳男 副会長

石坪代英

岩下健二

－2－

総務部会長

弘津

英司（㈱神戸製鋼所 神戸線条工場）

新年あけましておめでとうございます。会員各社の皆様方におかれましては、健やかに新春をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。また、旧年中は当協会ならびに総務部会の運営に対する皆様方のご支援、ご協力に厚
くお礼申し上げます。
本年の干支である兎にちなんで、穏やかで平和な一年を願いつつ、皆様方にとって飛躍の一年となることを
心より願っております。総務部会としましては、当協会の安定運営に向けて、会員サービスの強化・新規会員
の獲得・収益基盤の強化を図っていくとともに、機関誌「風見鶏」の発行を通じて、会員各社の労務・安全衛生・
健康管理の向上に少しでもお役に立てるよう、有益な情報発信に努めさせて頂きます。また、本年 1 月 13 日に
湊川神社におきましての「新年祈願祭」は、新型コロナ感染拡大防止を踏まえ、参加は役員会社に限定させて頂
き、皆様方の安全と健康を祈願させて頂きます。
最後になりましたが、会員各社皆様方のご発展とご健勝を心より祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂き
ます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ご安全に！
安全衛生部会長

川井

諭（川崎重工業㈱ 神戸工場）

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、会員の皆様のご支援・ご協力のおかげをもちまして、予定の活動を行うことができました。誠に
ありがとうございました。
悩まされ続けておりますコロナの感染対策も少しずつ緩和に向けた動きも見えてきた中、安全部では「化学
物質関係の法改正」、衛生部では「メンタルヘルス休業者の復職支援の在り方」という多くの会員様の喫緊の課
題をテーマとしたセミナーを、オンライン形式で開催いたしました。
残念ながら安全衛生大会は諸般の事情もあり中止の判断をいたしましたが、部会運営としては一定の方向が
見いだせた一年であったと思います。
2022 年の神戸東管内の労働災害による死傷者数（休業 4 日以上、10 月末現在）は、2021 年より 237 人増加しま
した。コロナ感染の規模拡大が大きな要因ではありますが、それを除いても若干の増加となっています。災害
の増加傾向に歯止めをかけるべく、安全衛生部会として、本年も会員各社様にとって有意義な情報のタイムリー
な発信に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
最後に、本年が皆様にとって、安全・健康な良き年となりますよう心から祈念申しあげ、新年のご挨拶とい
たします。
ご安全に！ご健康に！
労務部会長

岡田

徳男（㈱阪急阪神百貨店 神戸阪急）

新年明けましておめでとうございます。
会員各社の皆様におかれましては、健やかな新年をお迎えのことと、お喜び申しあげます。
神戸東労働基準監督署様をはじめ、関係官庁、諸団体並びに会員事業場様のご協力により、事業計画を滞り
なく進めて来られましたことにつきまして重ねて御礼を申し上げさせて頂きます。
本年度は卯年になります。卯（うさぎ）は穏やかで温厚な性質であることから、「家内安全」。また、その跳躍
する姿から「飛躍」
、
「向上」を象徴するものとして親しまれており、卯年は何かを開始するのに縁起がよく、希
望があふれ、景気回復、好転するよい年になると言われております。
協会を取り巻く環境は新型コロナ感染症等の影響を受け、非常に厳しいものがありますが、卯にあやかり、
これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛躍するような年になればと考えております。
会員各社様の皆様からのさまざまニーズやご期待に沿えるよう、
「安全確保の重要点である働く人の命を守
る」という原点を忘れず、「労務部」運営に取り組んでまいりたいと年初に気持を新たに致しております。
最後になりましたが、会員各社の皆様が明るく健やかにこの一年を過ごせますよう心より祈念申し上げ新年
のご挨拶とさせていただきます。
ご安全に！ご健康に！
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新年のご挨拶

神戸東労働基準監督署長

谷本

俊江

新年明けましておめでとうございます。

タートさせる兵庫第 14 次防とあわせて、
「兵

神戸東労働基準協会並びに会員事業場の

庫リスク低減 MS 運動」の推進により、許容

皆様方におかれましては、心穏やかに新年

できないリスクがない職場づくりのさらな

をお迎えのこととお慶び申し上げます。ま

る拡大を目指し、死亡・重篤災害撲滅に向

た、労働基準行政の推進につきまして、平

けた重点的な指導等を実施してまいります。

素から多大なるご理解とご協力をいただい

労働者の健康確保対策について、労働衛
生関係法令が改正され、解体・改修工事に

ておりますことに深く感謝申し上げます。
景気については、個人消費、生産とも緩

おける石綿ばく露防止対策の強化として本

やかに回復傾向にあり、基調としては持ち

年 10 月から事前調査における「建築物石綿

直しています。しかし、長引く新型コロナ

含有建材調査者講習」受講等の義務化、さら

ウイルス感染症の影響により、会員事業場

に、新たな化学物質規制として国によるば

の皆様も、適正な職場環境の維持にご苦労

く露の上限となる基準等の制定等、化学物

されていると思います。

質に係るばく露防止措置を適切に実施する

このような状況下、神戸東労働基準監督

制度が導入されることから、これらが円滑

署におきましては、「労働者が安全で健康に

に施行されるよう周知徹底を図ってまいり

働くことができる職場づくり」を積極的に進

ます。また、ストレスチェックなど職場に

めてまいります。

おけるメンタルヘルス対策も引き続き取り

改正労働基準法について、本年 4 月 1 日か

組んでまいります。

ら中小企業の月 60 時間超の時間外労働に対

新型コロナウイルス感染症に係る労災請

する割増賃金が 50 ％に引き上げられること

求をはじめ、脳・心臓疾患、精神障害、石

から、円滑な施行に向けて周知に努めてま

綿関連疾患など業務上の傷病等に対する労

いります。併せて、時間外労働の上限規制

災給付に当たっては、認定基準等に基づき、

を始めとする既に施行された改正労働基準

迅速かつ公正な保険給付を行うための事務

法の履行確保を図るとともに、長時間労働

処理の徹底に努めるとともに、わかりやす

が疑われる事業場や過労死等に係る労災請

い懇切・丁寧な対応に努めてまいります。

求がなされた事業場に対して、重点的な監

貴協会におかれましても、これらの施策

督指導を実施してまいります。また、昨年

の推進にご理解とご協力を賜り、引き続き

10 月 1 日に時間額 960 円に改定された兵庫県

労働基準行政へのご支援をよろしくお願い

最低賃金については、積極的な周知と履行

いたします。
最後になりますが、皆様方の益々のご健

確保に努めてまいります。
労働災害防止については、兵庫第 13 次労

勝と、本年が明るい年となりますことを祈

働災害防止推進 5 か年計画が本年 3 月末まで

念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい

の最終局面を迎えており、4 月から新たにス

ただきます。
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監督署だより

健康診断結果報告書の提出を忘れていませんか？

神戸東労働基準監督署

定期健康診断及び有害業務に応じた特殊健康診断を実施した場合は、その実施結果を遅滞な
く所轄労働基準監督署に報告いただくことが労働安全衛生法で事業者に義務づけられています。
昨年すでに下表に係る健康診断を実施されている場合は、その結果報告の有無を確認いただ
き、未報告のものがありましたら早急に報告頂きますようお願いいたします。
なお、健康診断結果報告書の未提出事業場については、別途監督署から督促を行うことがあ
ります。
健康診断結果報告の種類
（報告様式）
定期健康診断結果報告
（安衛則様式第 6 号）

内容及び参考事項
健康診断は事業場規模に関わらず 1 年に 1 回（特定業務従事者は 6 カ月
に 1 回）の実施が義務付けられていますが、結果の報告は、常時労働者
数 50 人以上規模の事業場のみ必要となります。

有害業務に応じた特殊健康診断

有機溶剤等健康診断結果 有機溶剤を取扱う業務等に従事する労働者について 6 カ月以内毎に 1
回健康診断を実施し、その結果を事業場規模に関わらず報告する必要が
報告
（有機則様式第 3 号の 2）

あります。

特定化学物質健康診断

特定化学物質（第一類物質、第二類物質）を取扱う業務等に従事する労
働者について 6 カ月以内毎に 1 回健康診断を実施し、その結果を事業場
規模に関わらず報告する必要があります。

結果報告
（特化則様式第 3 号）

石綿健康診断結果報告
（石綿則様式第 3 号）

鉛健康診断結果報告
（鉛則様式第 3 号）

石綿等を取扱う業務等に従事する労働者及び過去に取り扱ったことの
ある労働者について 6 カ月以内毎に 1 回健康診断を実施し、その結果を
事業場規模に関わらず報告する必要があります。
鉛を取扱う業務等に従事する労働者について 6 カ月以内毎に 1 回健康診
断を実施し、その結果を事業場規模に関わらず報告する必要があります。

電離放射線健康診断結果 エックス線等有害放射線にさらされる業務に従事する労働者について
6 カ月以内毎に 1 回健康診断を実施し、その結果を事業場規模に関わら
報告
（電離則様式第 2 号）

ず報告する必要があります。

行政通達により、騒音作業、VDT 作業、振動工具取扱業務、重量物取

指導勧奨による特殊健康
扱業務、その他 24 の業務について健康診断を実施するように示されて
診断結果報告
（帳票番号 80309）

います。
また実施後は、その結果を報告して下さい。

上記以外に、粉じん作業を有する事業場は、毎年 12 月末日現在の状況を翌年の 2 月末日まで
に事業場規模に関わらず報告する必要があります。
（健康診断を実施しなかった年も報告は必
要です。）

じん肺健康管理実施状況報告
（じん肺則様式第 8 号）

粉じん作業に従事している労働者及び粉じん作業に従事したことのあ
る労働者を対象に健康診断の実施が必要。
健康診断の実施頻度は、
1、現に粉じん作業に従事する管理 1 の者（3 年に 1 回）
2、粉じん作業に従事したことのある管理 2 の者（3 年に 1 回）
3、現に粉じん作業に従事する管理 2 または管理 3 の者（1 年に 1 回）
4、粉じん作業に従事したことのある管理 3 の者（1 年に 1 回）

各報告様式は、兵庫労働局ホームページ「法令様式集」からダウンロードしていただくこと
ができます。また、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」か
ら報告書を作成いただくこともできます。
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令和４年度第２回理事会を開催しました
令和 4 年 11 月 22 日（火）、㈱神戸
製鋼所神戸線条工場コミュニティ
センターにて、第 2 回理事会を開
催しました。
理事会には、理事・監事等 35 名
が出席し、来賓として、神戸東労
働基準監督署より、谷本署長、鳥
海副署長、岩木安全衛生課長にご
臨席いただきました。

理事会開催状況

現在の会長会社の㈱みなと銀行

の人事異動に伴い、協会長は、長﨑善郎氏から後任の川本大介氏に交代があったことから、理
事会第 1 部では、弘津副会長を議長に選出し、議長の進行により、この協会長人事を審議し、
協会則 10 条により了承されました。
第 2 部では、川本協会長の開会挨拶、谷本署長から来賓挨拶を頂いた後、川本協会長を議長
に選出し、議長の進行により以下の議事を審議し、全て了承されました。
議事 1

令和 4 年度上期事業報告及び下期事業計画

議事 2

令 和 4 年度上期収支状況及び下期収支見
込み

当協会の収支状況は、コロナ禍の影響もあり、講
習等受講料収入の低迷により依然として厳しい状況
にありますが、引き続きその改善に最大限努めてま
いります。


（事務局）

川本会長

事務局からお知らせ

■ 労務部会研修会（テーマ：コミュニケーションの活性化）開催のお知らせ
コロナ禍、リモートワークの普及等に伴い、不足しがちになる職場のコミュニケーション。
業務ストレスの軽減、業務効率化等を図るためにも、これを活性化させましょう。専門の講師
がコミュニケーションの基本・ポイント等を説明します。
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（日

程）令和 5 年 2 月 17 日（金） 15：00 ～ 17：00

（会

場）兵庫労働基準連合会 12 階研修室
神戸市中央区雲井通 4 － 2 － 2

マークラー神戸ビル 12 階

（講

師）兵庫働き方改革推進支援センター

特定社会保険労務士

北井一行

氏

（内

容）コミュニケーション不足により生ずる問題、コミュニケーションの基本、
職場でのコミュニケーションのポイント等

＊詳細は同封の案内書を参照願います。参加無料

■ 多業種交流会のご案内
産業用ロボットのシステムメーカーの髙丸工業㈱（西宮市）を見学し、併せて、ロボット化
の導入実例等の説明を受けます。
産業用ロボットの安全管理、自社業務のロボット化、生産性向上の検討にもご活用ください。
（日

程）令和 5 年 3 月 6 日（月） 14：30 ～ 16：30（現地訪問時間）

（訪問先）髙丸工業㈱（西宮市朝凪町 1 － 50  JFE 西宮工場内）
＊詳細は同封の案内書を参照願います。参加無料

■ ミニ研修会「働き方改革で変わった年次有給休暇制度」開催のお知らせ
年次有給休暇制度は、働き方改革で大きく変わりました。（2019 年 4 月以降）
改めて、その内容を確認し、休暇の取得促進を図りましょう。協会員社会保険労務士がご説
明します。ご相談もお受けします。参加無料
（日

程）2 月 8 日（水） 15 時 30 分～ 16 時 30 分頃

（会場等）神戸東協会研修室（中央区八幡通 3 － 2 － 5 IN 東洋ビル 6F）、定員 10 名
（講

師）吉澤労務管理事務所

特定社会保険労務士

吉澤英己

氏

（テキスト）
「労働基準法のポイント」
（当日配布します）
（内

容）年 5 日の確実な取得義務、時季指定・計画年休とは、管理簿の作成、就業規則に
必要な記載とは、半日・時間単位年休とは、繰越計算等

＊参 加申込は同封の参加申込書により 1 月 25 日までに協会宛メール等によりお申込み願い
ます。

■「会員名簿」の送付について
当協会「会員名簿」をこの度作成しましたので同封しております。
なお、本会員名簿は、神戸東労働基準協会の活動の利用のみ使用し、他の目的での使用は
お断りしますので、ご理解願います。
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事務局だより
令和 5 年 1 ～ 2 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。
実施
機関

講

習

名

実施月日

会

場

定員
受講料
受付
（1 名につき） （名） 締切日

神戸東事務所

ガス溶接技能講習

1月19,21日
１月21日

㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター
㈱神戸製鋼所神戸線条工場

14,080円

30

1月10日

安全衛生推進者養成講習
衛生推進者養成講習

2月2日

㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター

14,630円
10,230円

50

1月23日

2月15,16日
2月18日
2月24日
2月25日

神戸東労働基準協会 研修室
㈱神戸製鋼所神戸線条工場
神戸東労働基準協会 研修室
川崎重工業㈱神戸工場

21,230～23,430円 20

2月6日

玉掛け技能講習
高所作業車運転技能講習

神 戸 東 労 働 基 準 協 会

第１種衛生管理者 受験準
備講習（休日２日）
ミニ研修会（時間外労働の削減）
自由研削用といし特別教育
石綿使用建物解体業務等特別教育
職長教育
職長・安全衛生責任者教育

1月7 ,9日
２月11,18日
1月11日
1月12日
1月18日
1月23,24日

労務管理講座（アンガー
1月23日
マネジメントセミナー）
フルハーネス特別教育
第１種衛生管理者 受験準
備講習（平日１日）
第２種衛生管理者 受験準
備講習（平日１日）
職長教育
職長・安全衛生責任者教育
ミニ研修会（有給休暇）
危険予知訓練研修
酸素欠乏症等の防止特別教育
足場の組立て等業務特別教育

1月25日
2月8日

兵庫県中央労働センター 小ホール
神戸東労働基準協会 研修室
㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター
同上
㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター

37,290円
23,000円
23,000円
無料
9,020～11,220円
8,800～11,000円
13,530～15,730円
17,050～19,250円

20

2月14日

50 定員になり次第
50 定員になり次第
10 12月28日
50 12月27日
50 1月10日
50

1月13日

中央区文化センター

5,000～5,500円

50

1月13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
9,240～11,440円

50
50

1月16日
1月31日

20

1月17日

50

1月27日

10
30
20
20

1月25日
1月30日
2月10日
2月18日

23,000円
1月27日

神戸東労働基準協会 研修室
13,000円

2月7 ,13日

㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター

2月8日
2月9日
2月21日
2月28日

神戸東労働基準協会 研修室
㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター
神戸東労働基準協会 研修室
㈱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
17,050～19,250円
無料
8,000～10,200円
8,000～10,200円
8,915～11,115円

編集後記
新年明けましておめでとうございます。
昨年は、研修会、技能講習・特別教育等の受講等、協会業務にご理解・ご
協力を賜り有難うございました。
また、昨年は、コロナ禍を受け、中止した地区安全衛生大会等の協会行事
について、今年こそは、通常開催し、神戸東地域の安全衛生活動の更なる向
上に少しでも貢献できればと思っております。
本年も、会員事業場の無事故、無災害が継続されますことを祈念しています。
本年もよろしくお願いいたします。
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