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穆 着任のご挨拶
滋賀労働局

労働基準部長 足 立  和 也

平成31年 4月 1日付けで労働基準部長を拝命しました足立和也です。前任者

同様、よろしくお願い申し上げます。

また、日頃から労働安全衛生行政の推進につきまして御理解と御協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

前任地の大分県は「おんせん県」と言われ、観光利用はもちろんのこと、

健康増進や予防医学としても温泉を利用しようと「温泉行政」が進められている

とともに、「おおいた歩得 (あるとっく)」 というスマートフォンの無料アプリケーション

を独自に開発して、歩いた歩数100歩で1ポイント獲得、獲得したポイントに応じて

賞品やサービスが受けられるほか、そのアプリケーションに体重や血圧などを入力

することにより、日々 の身体の変化をグラフ化して健康管理できるようなことをされて

いました。

滋賀県でも健康ウォーキングをはじめとした取組をされておられることから、

たばこを吸う人や多量に飲酒する人が少ない一方で、スポーツをする人が多い

ため、健康寿命が長く、定期健康診断の有所見率も全国的に年 増々加している

中、滋賀県では3年連続で減少し、昨年の有所見率は506%となったところです。

このような中、4月 から働き方改革関連法が順次施行されていますが、労働

時間の上限規制や年体の付与義務など、従業員の健康などを考慮した内容と

なっています「働き方改革」の取組を進めるためには、皆様の御支援、御協力

が不可欠でございますので、引き続き、よろしくお願いします。

最後になりますが、皆様の御健勝と御繁栄を心より祈念いたしまして、着任に

当たっての御挨拶とさせていただきます。
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令和元年度全国安全週間実施要綱
一辣

恙ヽ
全 ltB安 全週間は、昭和 3年 に初めて実施されて以来、

「人命尊重Jと いう崇高な基本理念の下、「産業界での自主
的な労働災害防止活動を推進し、広く一ilの安全意識の高
揚と安全活動の定着を図ることJを 目的に、一度も中断する
ことなく続けられ、今年で92回 目を迎える。

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策
が展開されてきた。この努力により労働災害は長期的には減
少しているが、平成30年 の労働災害については、死亡災害は
前年を下回る見込みである。しかし、休業 4日 以上の死傷災
害については、転倒災害の増加等により3年連続で、前年を
上回る見込みであるc業種別では陸_L貨物運送事業や第三
次産業で増加率が高く、事故の型別では「転倒Jや熱中症
を中′亡、とする「高温・低温の物との接触Jで増加率が高く
なっている。これらの要因としては基本的な安全対策が不
十分なことによる災害の発生や、業種を問わず増加を続け
ている転倒災害が冬季を中心に発生していることが考えら
オじる。

また、近年増加している高年齢労働者対策や、今後増加
が見込まれる外国人労働者対策をはじめとする、就業構造
の変化及び働き方の多様化に対応等も考慮した、日々の仕
事が安全なものとなるような取組が求められる。

このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る
ことを決意して、令和元年度全国安全週間は、以下のスロー
ガンの下で取り組むc

新たな時代に PDCAみ んなで築こう ゼロ災職場

7月 1日 から7月 7日 までとするこ

なお、全国安全週間の実効を上げるため、6月 1日 から
6月 30日 までを準備期間とする。

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害
防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・

木材製造業労働災害防止協会

関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、
経営者団体

全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。
(1)安全広報資料等の作成、配布を行う。
(2)様 な々広報媒体を通じて広報を行う。
(3)安全パトロール等を実施する。
(4)安全講習会等を開催する。
(5)安全衛生に係る表彰を行う。
(6)「 国民安全の日J(7月 1日 )の行事に協力する。
(7)事業場の実施事項について指導援助する。
(8)そ の他「全国安全週間Jにふさわしい行事等を行う。

主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対し、
支援、協力を依頼する。

安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を
実施する。

(1)全国安全週間及び準備期間中に実施する事項
①～⑥省略

(2)継続的に実施する事項

①安全衛生活動の推進

ア 安全衛生管理体制の確立

イ 職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果
的な安全衛生教育の実施等

ウ 自主的な安全衛生活動の促進
エ リスクアセスメントの実施
オ その他の取組

Jl記ア～オの詳細 (ア )～ (工)省略
②業種の特性に応じた労働災害防止対策

ア 建設業における労働災害防止対策
イ製造業における労働災害防止対策
ウ 林業の労働災害防止対策
工 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
オ 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業に

おける労働災害防止対策
上記ア～オの詳細 (ア )～ (ォ)省略

③業種横断的な労働災害防止対策
ア 転倒災害防止対策

(STOPI転倒災害プロジェクト)

イ 交通労働災害防止対策
ウ 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害

防止対策
工 熱中症予防対策

(STOPI熱 中症 クールワークキャンペーン)

上記ア～工の詳細 (ア)～ (キ)省略
※上記の省略箇所の内容については厚生労働省HPを参照

して下さい。

し

厚生労働省、中央労働災害防止協会

各事業場
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大津板紙株式会社

●会社案内            |
大津板紙では、商品物流に欠かせない段ボール :

などに用いられている「板紙」を製造・販売してい |
ます。世界的に資源や環境保護が叫ばれている中 :
当社はほぼ全ての原料を一度使用された段ボール :
や雑誌などの古紙を再利用して生産することで資  |
源の保護に努めています。また、環境保護への取  |
組として大いなる湖 睦こ琶湖」の水質保全に貢献す |
るため高度な排水処IEEシステムを構築し、1日 2万  1
トンの水をクリーンな状態にしで 三こ琶湖に返して  |
います。当社ではあらゆる面から資源をリサイクル |
し、環境を守つていくことこそが地域社会に貢献す |
ることであると考えています。           ,
一―‐―‐‐―――…………………‐―――――・/

立 1955年4月

金 3′000万円

表 取締役社長 奥山 裕

数  153名

●会社概要
倉」
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麒衛笠事業靱戦纏囀

昨年度より滋賀保健研究センター様には健康診断、特殊健康診断を出張形式で実施いただいてお

ります。調整しづらかった日程の決定、事前準備、結果通矢0に迅速に対応いただき、二次検診や早期

治療に繋がるようになりました。様々な要望・相談においても丁寧にご対応いただいております。今後

は、健康診断の項目の拡充等、健康管理の見直しについてご相談いただき、社員の健康を更に促進し

会社の活力向上につなげて参りま魂
―‐‐ ―・“・
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山崎 真嗣

認矢]症 とは、認知機能が低下し、物忘れ (短期記憶の喪失)などがひどくなり自立した日常生活が難しくなる

病気です。

認知症は原因によりいくつかのタイプに分かれますが、その約7害」を占めるのがアルツハイマー型認矢□症

です。

現在の医療では、進行した認矢□症を治すことは難しいです。しかし、アルツハイマー型については極早期の段

階から生活習慣の改善に取り組むことにより症状の進行を緩やかにできるという研究結果が多数報告されて

います。認知症は生活習慣病のひとつとも言われています。

rl lcは「軽度認矢□障害」を意味し、認知症の前段階に位置づけられます。

MCの段階では、日常生活に支障はありません。しかし、物忘れの訴えが同年代と比べ多く認められる状態

です。認矩症発症の危険群といえます。

この段階で生活習慣 (食事や運動など)の改善を行うことにより、認矢□症の発症を抑えることや症状の改善を

期待できますc

アルツハイマー型認矢]症を予防できる段階で見つけるために開発されたのが、『MCIスクリーニング検査』で

す。検査は血液を採取し行います。

アルツハイマー型認矢□症はアミロイドβペプチドの脳内への蓄積が原因とされています。人にはアミロイドβ

ペプチドを排除したり毒性を弱める作用のあるタンパク質が存在していますが、力□齢や生活習慣の悪化により

その作用は弱くな|り ます。MCスクリーニング検査は、このタンパク質を測定しMCであるリスクを評価する検

査です。

リスクがほぼ無い「A」 から高リスクの「D」 まで4段階で評価されます。リスクが低い場合は、健康的な生活を

維持していただき、高リスクの場合は専門医への受診をお勧めします。MCスクリーニング検査は、認矢□症予防

に向けた一つの目安として活用できます。                       _

MCIスクリーニング検査を、近日中に導入予

定です。認矢]症発症のリスクを知り、適切な苅

処や予防に取り組みましょう。

ご興味をお持ちの方は、当センター担当者ま

でお問い合わせお願いします。

♪

戦
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昭和37年4月 2日から昭和54年4月 1日 までの間

に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体

検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく

風しんの第5期の定期予防接種の実施について

2018年ア月以降、30歳代から50歳代の男性を中心に風しんの患者数が増力]しています。このような状況を受

けて、国は、風しん予防接種を受ける機会がなかった1962年 (昭禾□37年 )4月 2日 から1979年 (0召禾□
54年 )4月 1日の間に生まれた男1生を対象に、風しん抗体検査と予防接種法第5条第1項の規定に基づ
く風しんの定期予防接種を実施することになりました。

対象の方に全国の指定の医療機関等で利用できる無料のクーポン券が発行されます。まずは風しん抗体検査

を受けていただき、抗体検査の結果、十分に抗体を保有していないことがわかった方は定期予防接種を受けま

しよう。検査を受けた結果、十分な風疹の抗体価がない場合は予防接種も無料で受けられます。

尚、2019年度は、1972年 (昭禾□47)年 4月 2日 ～ 1979年 (3召「 E154)年4月 1日生まれの

男1生に市区町村がクーポン券を送付します。2019年度にクーポン券が送付されない対象者も市区日]村に希望
すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます。なお、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、

お住まいの市区日]村にお問い合わせください。

※風しんは、妊娠している女性がかかると、生まれてくる赤ちゃんに心臓の疾患や難聴、白内障、精神や身体の

発達の遅れ等 (先天性風しん症候群)が生じる可能性があります。

また、妊娠している女性以外でも、大人がかかると、発熱や発疹の期間が子供に比べて長く、また関節痛が

ひどいことが多いとされており、一週間以上仕事を体まなければならない場合もあります。

抗体検査の結果、十分に抗体を保有していないことがわかった方は、早期にワクチンを接種することをおす

すめします。

当センターでは、職場で実施される健康診断と同一機会に風しん抗体検査を実施することができます。ただし、

実施される健康診断の内容等により、同時に実施できない場合があります。まずは、お手続きやお問合せにつきま

しては、渉外担当者もしくは、当センターまでにお気軽にお問合せ下さい。

0健 診機関f_対 し、風しんの抗体検査の実施可否を確認

0対 象となる労働者に対し、抗体検査を受けるよう呼びかけ

■_市区町村から送付されるクーボン労

笙 本人確調書菱

0対 象となる労働者に対し、医療機関受診に関する配慮

瘍 r講鞘轟壁響
ホーをご… |()離労般

期箋ゆJ聖鏡餞い

 ()厚 生労働省からのお願い

2022年 3月 31日 までの 3年間に限 り、風 しんの抗体検査を

職場での定期の健康診断と同一機会に実施できるよう、

健診機関にお願い しています。

※詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。



保健師 岡本 美香

これから食中毒の発生が増える時期です。夏に多いのは、サルモネラ菌や

黄色ブドウ球菌、腸管出flEl性大腸菌 (○-157)など糸田菌性の食中毒です。

食中毒の特徴や対策を知って、暑い夏を健康的に乗り切りましょう|

ポイントは原因となる菌を

了 腋

ヽ

ヽ

①つけない
調理を始める前および生の肉や魚介などを触った後は、必ず手をよく洗いま
しよう。調理器具は食材別に使い分けるか、使うたびによく洗いましよう。焼
肉の時は生の肉や魚介をつかむ箸と、焼けたものをつかむ箸を分けましよう。

② 増 やさな い

細菌の多くは高温多湿の環境で増殖します。購入した食材は出来るだけ早く

冷蔵庫に入れましょう。ただし、冷蔵庫に入れても菌はゆっくり増殖するので、

早めに食べましよう。

Oやつつける
ほとんどの細菌は力]熱によって死減します。食材の中心部をフ5℃で1分以上
加熱することが目安です。包丁やまな板などの調理器具やふきんは洗斉」でよ
く洗つた後に熱湯をかけて、加熱殺菌しましょう。

です。

靡
「梅」は、古くから梅干しや梅酒など多くの日本人から親しまれている食材です。

特に梅干しは、おにぎクリやお弁当によく利用されています。そこで、梅干しにはどの
ような効果ヽ聰められているのかご紹介します。

梅干しを□に含むと唾液が良く出るのは、  梅干しに含まれる有機酸には、肝機能を高
有機酸の作用によるものです。唾液の分泌  め、アルコールなどの処理能力を促進する
に伴い胃酸も分泌され、空腹感が増し食欲  働きがあります。さらに、肝機能障害を改善
が増進します。               する効果が期待できます。

*食κすき・LC注意 !

梅干しは塩分が多く含まれるため、食べ過ぎると高血圧に

つながります。1日 1粒程度を目安にしましょう。

・淳しい珪気
黄色ブドウ球菌    ｀え

まれに発熱

・
卵

。おにぎりや調理ノマンなど
。人の手の傷

・毒素は熱に強いため、カロ熱しても無
毒化されない。

・手が荒れていたり傷がある場合は調
理を控える。

・40度近い高熱
サルモスラ菫     ・激しい腹痛

・激しい下痢 ・嘔吐

・カロ熱が不十分な食肉及び
その加工品

6～72時間 ・熱に弱いため、十分に力□熱する。

・耐え難い腹痛
・水様性下痢

12時 間前後

・塩分を好み、真水に弱い。
・生の魚介や調理器具は真水 (流水)で

よく洗う。

カンピロバクター
・食肉(特に鶏肉)

・湧き水や丼戸水

・乾燥や熱に弱い。
・調理器具は熱湯消毒し、よく乾燥さ
せる。

腸管出血性大腸菌
(015フ 等)

・発熱 ・腹痛 ・嘔吐
・下痢 (時 に血便)

。加工食品 ・生野菜
・湧き水や井戸水

・重症時は死亡することあり。
・熱に弱いため、十分に力□熱する。

芽炎ビブリオ

※潜伏期間はあくまで目安です。※自力で水分補給ができない、便に血が混じる、呼吸が不安定、意識が朦臆萎 している場合は早急に医療機関で受診しましょう。

②増やさない

0やつつける

「ヰ毎のちから」
管理栄養士 亀嶋 まこ

梅干しには、酸味成分であるクエン

酸が豊富に含まれています。クエン

酸が体内に入ると、体内のエネル

ギーを産生する他、疲労物質をJF出

する手助けをしてくれるため、体の

疲れが回復しやす<な ります。

③



管理栄養士 総務部総務議
多くの方々の健康に貢献できるよう、日々学び

仕事に励んでいきます。

滋賀保健の一員として、安心して仕事を任される人材を目指

します。

臨床検査技叩 幅広い分野で活躍できるよう、日々学習し精進して参ります。

あ

検診アシスタント 健康管理部麟 理課 1

明るい笑顔で仕事に取組み、

日々学び勉強しながら大きく

成長していけるよう頑張つて

いきます。

1日でも早く先輩方に

日々精進いたします。

近づけるように

業務部

まずは、営業のノウハウを学び、

早G御 拉 てるよう頑張力誡

み

暑さが日に目に増し、熱

中7Fi発 症のピークを迎え

る時期となりました。

り飾|!i:[]1留

撻
した。梅下

カビや食中毒が′心配、外出の予定が立てられないなど、あ

まり好きな季節ではない人の方が多いかもしれません。梅

雨の時期だからこそ、自宅で映画鑑賞や美味しい食べ物

を食べてゆっくり過ごしたい

熱中症は、炎天下の屋外だけでなく、高温多湿の室内

でも発症します。予防法の一つとして、こまめに水分補給

をすることが挙げられますが、入浴時や睡眠時、飲酒時の

「隠れ脱水」にも注意が必要です。人浴時は約800ml、

睡眠時は約500mlもの水分を失うと言われています。また、

飲酒時はアルコールを代謝する際に水が使われるため、

脱水になりやすいです。喉が渇いていなくても、こまめな水

分ネ甫給を′亡ヽがけるようにしましょう。

保健師 饗庭 志穂

ですね。

気候の変化がありますが、

この夏に向けて体調管理に

気をつけましょう。

健康管理部 田中 ひかる

鸞
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