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みなと みた
一般社団法人 三田労働基準協会報

　当協会の講習会案内を、メールで受け取ることができます。ご活用いただ
きますようご案内いたします。配信をご希望の方は、下記メールアドレスに、
「配信を希望する」旨とともに、①「会社名」②「会社所在地」③「電話及びFAX
番号」④「今後も郵送による案内ご希望の有無」、をご記入の上、メールをお
送りください。

最新の講習会情報メール配信のご案内最新の講習会情報メール配信のご案内

mitakoshukai@mita-roukikyo.or.jp（講習会用）

労働行政ニュース ● 2～8
「第13次労働災害防止計画」について／平成30年４月に向けて無期転換ルールに関
する取組を強化します／平成30年度労働保険料率について／最低賃金、確認した？
 東京労働局／三田労働基準監督署

ハローワークしながわインフォメーション ● 9～10
最近の雇用失業情勢／平成30年４月１日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が
加わります

協会だより ● 11～16
創立70周年記念式典　平成30年新年賀詞交歓会のご報告／平成30年度定期総会開
催のご案内／労働保険料の納付手続き完了のご報告／講習会のご案内／新入会員の
ご紹介／定期健康診断のご案内／平成30年度講習会等予定表／改正労働基準法に備
える基本セミナー
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〜厚生労働省は、2018年度からの中期５か年計画を策定しました〜
　厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会（会長：樋口美雄　慶應義塾大学商学部教授）は、「第13
次労働災害防止計画」について答申を行いました。
　労働災害防止計画は、労働災害の防止のために、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組む事項
を定めたものです。第13次計画は、2018年度を初年度とする５年間を対象としたもので、主な目標と、重
点事項は以下のとおりとなります。
　厚生労働省では、この答申を踏まえて計画を策定し、目標の達成に向けた取組を進めていくこととしてい
ます。

──「第13次労働災害防止計画」概要──
【主な目標】
　・2022年までに、労働災害による死亡者数を15％以上減少させる（2017年比）
　・この他、労働災害による死傷者数（休業４日以上）、重点業種、メンタルヘルス対策、　化学
物質による健康障害防止対策、腰痛予防対策、熱中症予防対策について数値目標を設定

【重点事項】
１　死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
　　建設業における墜落・転落災害等の防止、製造業における施設・設備・機械等に起因する災害
等の防止、林業における伐木等作業の安全対策　等

２　過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
　　過重労働による健康障害防止対策の推進、職場におけるメンタルヘルス対策の推進　等
３　就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
　　災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応や高年齢労働者、非正規雇
用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止　等

４　疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
　　企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進　等
５　化学物質等による健康障害防止対策の推進
　　化学物質、石綿、電離放射線による健康障害防止対策　等
６　企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
　　マネジメントへの安全衛生の取込み、労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用　等
７　安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
　　安全衛生専門人材の育成、事業場外の専門人材の活用　等
８　国民全体の安全・健康意識の高揚等
　　高校・大学等と連携した安全衛生教育の実施、科学的根拠・国際動向を踏まえた施策推進　等

「第13次労働災害防止計画」について
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〜全国統一番号の相談ダイヤルの設置など、直前期での更なる取組を実施〜

　厚生労働省は、無期転換ルール（※）に基づき、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年４月１
日が迫ったことから、これまでの取組に加え、以下の２つの取組を実施します。
　これらの取組をはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよ
う、より一層の周知啓発に取り組んでいきます。

※無期転換ルール
　平成25年４月１日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算５年を超えた有期契
約労働者が、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承
諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。

１　�相談窓口を明確化し、相談にしっかりと対応します。「無期転換ルール」に関する相談に対応する全
国統一番号の相談ダイヤル「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設しています。無期転換ルー
ルの概要などの問い合わせのほか、同ルールに関連した雇止め、労働条件の引き下げなどの相談に
ついて対応します。

【無期転換ルール緊急相談ダイヤル】
　0570-069276　携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

２　�業界団体等に対して改めて要請を行います。製造業や小売業など有期契約労働者を多く雇用してい
る業界の団体に対して、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、
改めて要請を行います。また、独立行政法人等に対しても、関係省庁を通じて、改めて要請を行い
ます。

■ポータルサイトURL　http://muki.mhlw.go.jp

■主なコンテンツ
　・無期転換ルールの概要
　・無期転換制度の導入に当たってのポイントを解説
　・無期転換制度、多様な正社員制度を導入している企業の事例紹介
　・無期転換制度の導入促進のために厚生労働省が行っている支援策を紹介
　・多く寄せられる質問についてＱ＆Ａ

平成30年４月に向けて無期転換
ルールに関する取組を強化します
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◎雇用保険料率は据え置き（平成29年度の料率のまま）
　厚生労働省の労働政策審議会は、平成30年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」と認め、
厚生労働大臣に答申しました。
　答申を踏まえ、平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度の料率を据え置き、一般の事業で0.9％、
農林水産・清酒製造の事業で1.1％、建設の事業で1.2％とし、平成30年４月１日から適用される予
定です。

参考：平成30年度雇用保険料率（予定）

①＋②
雇用保険料率

①
労働者負担

（失業等給付の
保険料率のみ）

事業主負担

②

失業等給付
の保険料率

雇用保険二事
業の保険料率

一般の事業 0.9％ 0.3％ 0.6％ 0.3％ 0.3％

農林水産
清酒製造の事業

1.1％ 0.4％ 0.7％ 0.4％ 0.3％

建設の事業 1.2％ 0.4％ 0.8％ 0.4％ 0.4％

◎労災保険料率は変更
　厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改
正する省令案要綱」に対し、「妥当」とする答申をしました。
　この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容と
しています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去３年間
の災害発生状況などを考慮し、原則３年ごとに改定しています。厚生労働省は、答申を踏まえ、平
成30年4月1日の施行を予定しています。

平成30年度労働保険料率について
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［労働行政ニュース］

労災保険率及び第1種特別加入保険料率（平成30年４月１日改定） （単位：1/1,000）

業種 改定後の料率 現行料率 変化
林業 60 60
海面漁業 18 19 ↘
定置網漁業又は海面魚類養殖業 38 38
金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 88 88
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16 20 ↘
原油又は天然ガス鉱業 2.5 3 ↘
採石業 49 52 ↘
その他の鉱業 26 26
水力発電施設、ずい道等新設事業 62 79 ↘
道路新設事業 11 11
舗装工事業 9 9
鉄道又は軌道新設事業 9 9.5 ↘
建築事業 9.5 11 ↘
既設建築物設備工事業 12 15 ↘
機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5 6.5
その他の建設事業 15 17 ↘
食料品製造業 6 6
繊維工業又は繊維製品製造業 4 4.5 ↘
木材又は木製品製造業 14 14
パルプ又は紙製造業 6.5 7 ↘
印刷又は製本業 3.5 3.5
化学工業 4.5 4.5
ガラス又はセメント製造業 6 5.5 ↗
コンクリート製造業 13 13
陶磁器製品製造業 18 19 ↘
その他の窯業又は土石製品製造業 26 26
金属精錬業 6.5 7 ↘
非鉄金属精錬業 7 6.5 ↗
金属材料品製造業 5.5 5.5
鋳物業 16 18 ↘
金属製品製造業又は金属加工業 10 10
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 6.5 6.5
めつき業 7 7
機械器具製造業 5 5.5 ↘
電気機械器具製造業 2.5 3 ↘
輸送用機械器具製造業 4 4
船舶製造又は修理業 23 23
計量器、光学機械、時計等製造業 2.5 2.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5 3.5
その他の製造業 6.5 6.5
交通運輸事業 4 4.5 ↘
貨物取扱事業 9 9
港湾貨物取扱事業 9 9
港湾荷役業 13 13
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3 3
船舶所有者の事業 47 49 ↘
農業又は海面漁業以外の漁業 13 13
清掃、火葬又はと畜の事業 13 12 ↗
ビルメンテナンス業 5.5 5.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5 7 ↘
通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5 2.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3 3.5 ↘
金融業、保険業又は不動産業 2.5 2.5
その他の各種事業 3 3
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［労働行政ニュース］

特別加入保険料率（平成30年４月１日改定）
◎一人親方等の保険料率（第二種特別加入保険料率） （単位：1/1,000）

業種 改定後の料率 現行料率 変化

特１　個人タクシー、個人貨物運送業者 12 13 ↘

特２　建設業の一人親方 18 19 ↘

特３　漁船による自営業者 45 46 ↘

特４　林業の一人親方 52 52

特５　医薬品の配置販売業者 7 7

特６　再生資源取扱業者 14 14

特７　船員法第一条に規定する船員が行う事業 48 49 ↘

特８　指定農業機械従事者 3 3

特９　職場適応訓練受講者 3 3

特10　金属等の加工、洋食器加工作業 15 16 ↘

特11　履物等の加工の作業 6 7 ↘

特12　陶磁器製造の作業 17 17

特13　動力機械による作業 3 4 ↘

特14　仏壇、食器の加工の作業 18 18

特15　事業主団体等委託訓練従事者 3 3

特16　特定農作業従事者 9 9

特17　労働組合等常勤役員 3 4 ↘

特18　介護作業従事者 5 6 ↘

◎海外労働者（第三種特別加入保険料率） （据え置き）

海外で行われる事業に派遣される労働者 3 3

労務費率（平成30年４月１日改定）

業種 改定後の率 現行料率 変化

水力発電施設、ずい道等新設事業 19％ 19％

道路新設事業 19％ 20％ ↘

舗装工事業 17％ 18％ ↘

鉄道又は軌道新設事業 24％ 25％ ↘

建築事業 23％ 23％

既設建築物設備工事業 23％ 23％

機械装置の組立て又は据付けの
事業

組立て又は取付け 38％ 40％ ↘

その他のもの 21％ 22％ ↘

その他の建設事業 24％ 24％
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［労働行政ニュース］

●最低賃金には次の賃金は含まれません。

　　①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 　②臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

　　③１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 　④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

●最低賃金が時間給以外の場合、賃金額を時間当たりの金額に換算して比較します。

　　＊月によって定められた賃金（月給制）は、その金額を月における所定労働時間数（月によって所定労働時間数が異なる場合には、

●派遣労働及び出張作業等の最低賃金の適用は次のとおりです。

●最低賃金の減額特例許可制度

  精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者などについては、使用者が東京労働局長の許可を受けることを条件として、

①　自動車･同附属品製造業、船舶製造･修理業,舶用機関製造業、航空機･同附属品製造業　　④　各種商品小売業　　　
②　業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計･同部分品、眼鏡製造業　　 　⑤　出版業
③　はん用機械器具、生産用機械器具製造業 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　⑥　鉄鋼業

金額 発効日 地域 金額 発効日 地域 金額 発効日 地域
810 10/1 青　森 738 10/6 岩　手 738 10/1 宮　城
738 10/1 山　形 739 10/6 福　島 748 10/1 茨　城
800 10/1 群　馬 783 10/7 埼　玉 871 10/1 千　葉
958 10/1 神奈川 956 10/1 新　潟 778 10/1 富　山
781 10/1 福　井 778 10/1 山　梨 784 10/14 長　野
800 10/1 静　岡 832 10/4 愛　知 871 10/1 三　重
813 10/5 京　都 856 10/1 大　阪 909 9/30 兵　庫
786 10/1 和歌山 777 10/1 鳥　取 738 10/6 島　根
781 10/1 広　島 818 10/1 山　口 777 10/1 徳　島
766 10/1 愛　媛 739 10/1 高　知 737 10/13 福　岡
737 10/6 長　崎 737 10/6 熊　本 737 10/1 大　分
737 10/6 鹿児島 737 10/1 沖　縄 737 10/1

※　上記、地域別最低賃金の効力発生日は全て平成２９年です。

≪派遣労働の場合≫ ≪出張作業等の場合≫

  個別に減額した額を適用する「最低賃金の減額の特例」規定があります。

●東京都で設定されているすべての特定（産業別）最低賃金は、現在東京都最低賃金を下回っているため、
特定（産業別）最低賃金対象事業場についても、東京都最低賃金が適用されます。

●最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業を支援する事業として、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対し
て、ワン・ストップで無料相談に応じる「東京都最低賃金総合相談支援センター」を設けています。

0120-311-615 http://www.toukiren.or.jp/join05.html

●業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、時間当たりの賃金額が事業場内で最も低い労働者の賃金を
引き上げた事業主に対する助成制度です。

申請先 東京労働局雇用環境・均等部企画課（03‐6893‐1100）

東 京 労 働 局

労働基準監督署

東 京 都 の 最 低 賃 金

最 低 賃 金 、 確認した？
最低賃金法により、使用者は、効力発生日以降の労働に対して

最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

　　＊日によって定められた賃金（日給制）は、その金額を１日の所定労働時間数で除した金額と最低賃金額を比較します。

10/1
宮　崎 金額は時間額（円）
佐　賀 737

10/5
香　川 789 10/1
岡　山 740

10/1
奈　良 740 10/1

栃　木 868

滋　賀 844

10/1
岐　阜 820 10/1
石　川 795

１年間における１月平均所定労働時間数）で除した金額と最低賃金額を比較します。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課（03-3512-1614）又は最寄りの労働基準監督署まで

                      【平成29年度　全国地域別最低賃金一覧】
地域 金額 発効日

北海道 772 10/1
秋　田 796 10/1

10/1
東 京 795 10/1

派遣元 派遣先

（千葉県）

千葉県最低賃金

（868円）

派遣労働者

（東京都）

東京都全業種

東京都最低賃金

（958円）が適用

出張作業など

例)神奈川県での単独ビル清掃作

所属元 就労先

（神奈川県）（東京都）

東京都最低賃金

（958円）が適用

神奈川県最低賃金

（956円）

派遣先の事業場に適用される地域・特定最低賃金が適用されます。

この場合、東京都最低賃金（958円）が適用になります。

出張作業や、就労先現場の規模が小さく、一事業場としての独立性

がない場合は、所属事業場の最低賃金が適用されます。

この場合、東京都最低賃金（958円）が適用になります。

派遣会社

所属会社
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○平成30年１月の雇用失業情勢のポイント（全国）
　☆�完全失業率（季節調整値）2.4％であり、前月より0.3ポイント低下。※24年ぶりの低い水準。
　☆�完全失業者数（季節調整値）は、前月より23万人減少し、160万人。（原数値は159万人で、前年同月
差38万人減少）

　☆�就業者数（季節調整値）は、前月より42万人増加し、6,595万人。
　☆�雇用者数（季節調整値）は、前月より39万人増加し、5,877万人。
　☆�雇用者数（原数値）を主要産業別にみると、前年同月比で「卸売業、小売業」「医療、福祉」で減少し
ている。

　☆�平成30年１月の有効求人倍率（季節調整値）は1.59倍であり、前月と同水準。
　☆�平成30年１月の新規求人倍率（季節調整値）は2.34倍であり、前月より0.04ポイント低下。
　　�　内閣府の月例経済報告（平成30年２月）「景気は、緩やかに回復している。先行きについては、雇用・
所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただ
し、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」（※景気の総括判断は維
持。）

　　�　「雇用情勢は、着実に改善している。先行きについては、着実に改善していくことが期待される。」（※
雇用情勢判断は維持。）

項　目
新規求人倍率 有効求人倍率

就職者数 求人充足数
全国 東京 品川 全国 東京 品川

26年度 1.69 2.58 13.04 1.11 1.61 7.16 12,412 16,541
27年度 1.86 2.93 14.88 1.23 1.81 8.06 11,899 15,854
28年度 2.08 3.24 16.16 1.39 2.04 8.70 10,916 14,880
30年１月 2.34 3.16 12.73 1.59 2.08 8.64 8,750 11,191

注意）１．月別の求人倍率は全国、東京が季節調整値、品川所が原数値、各年度の求人倍率は原数値です。
　　　２．就職者数、求人充足数は都内ハローワーク全体の原数値、各年度は平均値です。
　　　３．就職者数、求人充足数及び求人倍率は、学卒を除き、パートタイムを含んだ数値です。

※窓口からの求人・求職状況（平成30年１月）
　都内の求人・求職の動きを見ると、有効求人数（原数値）は364,610人（前年同月比0.9％減）で、４か月
ぶりに前年同月を下回った。また、新規求人数（原数値）は125,153人（前年同月比6.1％減）で、２か月ぶ
りに前年同月を下回った。
　一方、有効求職者数（原数値）は162,591人（前年同月比3.0％減）で、89か月連続で前年同月を下回った。
また、新規求職者数（原数値）は38,331人（前年同月比7.4％減）で、５か月連続で前年同月を下回った。
　就職件数は8,750件で、前年同月より5.7％減となった。一般、パート別の状況をみると、一般は5,019件（前
年同月比6.2％減）、パートは3,731件（前年同月比5.0％減）となった。
　東京の企業倒産状況（㈱東京商工リサーチ調べ）は、倒産件数121件（前年同月比1.6％減）。業種別件数
では、卸売業（24件）、サービス業（23件）、情報通信業（17件）の順となった。
（季節調整値は、センサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）により、毎年１月分の公表に併せて「季節調整値替え」
が行われる。）
� ☆ハローワーク品川の労働市場情報・求人・求職・賃金情報等について提供しております。
� ハローワーク品川　産業雇用情報官
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［ハローワークしながわインフォメーション］
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創立70周年記念式典
平成30年新年賀詞交歓会のご報告

　１月26日（金）午後５時から、ホテルオークラ東京別館２階オーチャードルームにおいて、「創立70周年
記念式典　平成30年新年賀詞交歓会」が、約200名の出席により開催されました。
　今年は昭和23年の協会設置から70年目に当たることより、恒例の新年賀詞交歓会に合わせて、創立70周
年記念式典を併せて行いました。
　山内会長の開会挨拶の後、東京労働局長勝田智明様から当協会へ労働基準行政関係功労者東京労働局長表
彰が授与されました。
　引続き、当協会設置以来70年間継続して当協会の運営にご協力頂いておられる会員39社（ご出席は28社）
に対して会長感謝状を贈呈いたしました。
　ご来賓としてご臨席頂いた、山田美樹衆議院議員様、武井雅昭港区長様からご祝辞をいただきました。

会長感謝状受賞者

局長表彰の授与

東京労働局長表彰状

会長感謝状贈呈
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［協会だより］

　続いて、東京労働局長勝田智明様、三田労働基準監督署長野村みどり様、品川公共職業安定所長佐藤秀雄
様からそれぞれご祝辞をいただきました。
　ご来賓としてご出席いただきました歴代三田労働基準監督署長様、地区労働基準協会様をご紹介させてい
ただいた後、柴本副会長のご発声で乾杯となりました。
　三田労働基準監督署、品川公共職業安定所の幹部職員も乾杯の後、駆け付けて頂き、会員同士や行政の皆
様と名刺交換や歓談が行われました。
　会場入口には（学）メイ・ウシヤマ学園様のお花も届けられました。
　記念式典の催しとして、都一中様、都了中様、東京西ロータリークラブ一中節同好会の皆様による一中節
「三番叟」と「都若衆万歳」の２曲が披露されました。
　さらに、抽選会も行われ、景品の高級ワイン（オーパスワン）などが当選者に渡されました。
　谷副会長の中締めで盛会のうちにお開きとなりました。

野村みどり署長様ご祝辞

山内会長の開会挨拶

佐藤秀雄所長様ご祝辞

山田美樹様ご祝辞

柴本副会長による乾杯

武井雅昭様ご祝辞

谷副会長による中締め

勝田智明局長様ご祝辞

会場の様子 一中節の演奏
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平成30年度定期総会開催のご案内
　平成30年度（第70回）定期総会を下記により開催いたします。別途ご案内を差し上げますので、ご出席
賜りますようお願い申し上げます。
●日　時：平成30年５月25日（金）　午後４時〜５時
●会　場：東京プリンスホテル　港区芝公園３−３−１　電話03-3432-1111
　　　　　総　会：２階　プロビデンスホール　　懇親会：２階　プロビデンスホール
　総会終了後、東京労働局・三田労働基準監督署等の幹部職員の皆様などご来賓をお迎えして、恒例の懇親
会（会費10,000円）を開催いたしますので、併せてご参加下さいますようお願いいたします。
�

労働保険料の納付手続き完了のご報告
　労働保険事務組合へ委託されている皆様方からお預かりした、平成28年度確定、平成29年度概算労働保
険料ならびに一般拠出金は、政府への納付手続きが完了しましたので、ご報告いたします。
�

講習会のご案内 企画中の講習会からご紹介します。
◉ 新入社員安全衛生教育
　労働安全衛生法第59条に基づく「雇入れ時の安全衛生教育」の一環として三田労働基準監督署のご後援
を得て、新入社員安全衛生教育講習会を開催いたします。
　１　日　　時：平成30年４月18日（水）　13：30 〜 16：30
　２　会　　場：女性就業支援センター　４階大ホール（港区芝５−35−３）
　３　参　加　費：会員1,000円（テキスト・資料代・税込）
◉ 平成30年度「三田労働基準監督署の行政運営方針」及び「ハローワーク品川の重点対策」の説明会
　※満席となりました
　１　日　　時：平成30年４月26日（木）　13：30 〜 16：30
◉ 派遣に関わる2018年問題対策セミナー
　2018年10月に迫る派遣法改正による３年ルールの適用が、人事労務担当に与える影響を詳しく解説いた
します。
　１　日　　時：平成30年５月15日（火）　13：30 〜 16：00
　２　会　　場：渋谷区立商工会館２階大研修室（渋谷区渋谷１−12−５）
　３　参　加　費：会員4,000円（資料代・税込）
◉ 衛生管理者受験準備講習会
　衛生管理者試験を受験する方のための受験準備講習会です。実務経験豊富な講師陣が、重要ポイントの説
明や公開過去問の解説など懇切丁寧に指導します。
　１　日　　時：（第一種）平成30年５月15日（火）〜 17日（木）　９：00 〜 17：00
　　　　　　　　（第二種）平成30年５月15日（火）〜 16日（水）　９：00 〜 17：00
　２　会　　場：三田労働基準協会研修センター（港区芝４−４−５）
　３　参　加　費：（第一種）会員20,000円、（第二種）会員18,000円（資料代・税込）
◉ 安全管理者選任時研修
　50人以上の工業的業種の事業場は、「安全管理者」を選任することが義務付けられています。安全管理者
の選任要件として、厚生労働大臣が定める研修となります。
　１　日　　時：平成30年５月22日（火）〜 23日（水）　９：20 〜
　２　会　　場：三田労働基準協会研修センター（港区芝４−４−５）
　３　参　加　費：会員8,000円（テキスト・資料代・税込）
�
〈新入会員のご紹介〉	 前号以降にご入会された会員の皆様です。よろしくお願いいたします。

事　業　場　名 所　在　地 電　　話 業　　　種
昭和化学工業㈱ 港区赤坂2-14-32 03-5575-6300 メーカー
㈱ラックオリジナル 港区南青山2-2-15 03-6869-1328 総合建築業
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（一社）三田労働基準協会　TEL　03－3451－0901

　平成28年の定期健康診断結果では、何らかの所見がある労働者は53.8％（厚労省調）にのぼっています。
　当協会では、労働安全衛生法で実施が業務付けられている、定期健康診断及び有機溶剤、鉛などの特殊健
康診断を下記の要領で実施いたします。この機会をぜひご利用下さいますようご案内申し上げます。

記

１．健  診  日  時　　平成30年６月11日（月）　午前９時〜 11時30分まで（受付終了11時まで）
２．健  診  会  場　　三田労働基準協会ビル（港区芝4-4-5）１階研修センター
３．申  込  方  法　　５月25日までに、本ページをコピーしてお申込みください。
４．検  査  結  果　　健診後約３週間で、健康診断結果書類を、事業場宛てに郵送致します。
　　　　　　　　　　返送料として30人未満の場合のみ800円をご負担願います。
５．健診実施機関　　（一財）全日本労働福祉協会　〒142-0064　大田区大森北1-18-18-3Ｆ
　　　　　　　　　　TEL03-5767-1713　FAX03-3765-1662　渉外部　野澤

健康診断申込書（送付先：三田労働基準協会） FAX 03-3451-7692 
事業所名  

所在地 〒 

担当者名 
 電話番号  

FAX番号  

 

 

 受診人数 

A（1）基本定健(法定全項目) 8,100円 

男          名 

女          名 

計          名 

◎20人以上の場合は、ご希望により巡回健診を実施することも可能です。ご相談下さい。 
◎特殊健診をご希望の事業場は、以下にご記入下さい。一般健診と同時に実施します。 

有害物質・有害要図 料  金 受診人数 

有機溶剤（種類により料金が異なります） 2,500～7,000円          名 

鉛およびその化合物 7,150円          名 

じん肺 3,900円          名 

電離放射線 3,500円          名 

特定化学物質（種類により料金が異なります） 2,200～8,400円          名 

紫外線・赤外線 2,200円          名 

VDT作業 5,500円          名 

レーザー光線 4,500円          名 

大腸がん検査 1,000円          名 

前立腺検査（男性のみ） 2,800円           名  

定期健康診断のご案内
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平成30年度講習会等予定表
　日程・内容は変更になることがあります。法改正説明会その他追加開催を行う場合は、別途郵送・HP等
でお知らせします。

講習等の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
労務管理講習

労務・安全衛生についてタイ
ムリーなテーマで企画します。
日程内容は順次ご案内します。

三　田 13・14・
22 13 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

城南地区 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

行
政
関
係

行政運営方針説明会 26
実践労務管理点検指導会 27 17 16△
労災保険実務講習 ◎
雇用均等行政講習会 20
法改正関係セミナー

安
全
・
衛
生

新入社員等安全衛生教育 18
安全週間説明会 12
労働衛生週間説明会 ６
港地区健康と安全推進大会
健康づくり研究会 29
衛生管理者等支援講習会 13
MS・RA講習会（※） 28 21

資
格
関
係
等

危険予知訓練実務講習会 □
新入社員等安全衛生教育担当者研修 □
フォークリフト運転技能講習 □

玉掛け技能講習 26・27・
29□

ガス溶接技能講習
粉じん作業者特別教育 □
低圧電気取扱者特別教育 □
研削と石特別教育 □
プレス作業者特別教育 □
クレーン運転（５ｔ未満）特別教育 □
足場の組み立て等特別教育 □
★安全管理者選任時研修 22・23 24・25 □ 22・23
　第２種衛生管理者能力向上教育 11
★安全衛生推進者養成講習 □
★安全衛生推進者初任時教育 ６ ３
★衛生推進者養成講習 □ 27 14
★リスクアセスメント担当者研修 ４□

　衛生管理者受験準備講習 15〜17 17〜19 13〜15
△ 13〜15 19〜21

日　程：月欄の数字＝開催予定です。◎＝日程調整中です。
会　場：無印は港区内です。△＝品川区内、☆＝渋谷区内、□＝大田区内となります。

●�労務管理講習は三田・品川・大田・渋谷・新宿・池袋・王子・向島との共催、資格関係講習は三田・品川・大田・渋谷の共
催です。
●�※＝安全衛生マネジメントシステム・リスクアセスメントの略です。
●�三田労働基準協会員は、受講料が必要な講習会等については、原則として会員割引等優遇措置があります。
●�三田労働基準協会員は、このほか（公社）東京労働基準協会連合会の講習が割引になります。東基連若しくは協会HPをご
覧下さい。
●�★印の資格関係講習等は、別途委託開催をお受けします。企業内あるいは安全衛生協力会の教育研修などにご利用ください。
詳しくは協会事務局（03-3451-0901）へご相談下さい。
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［協会だより］
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