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金沢協会ニュース 

【全国労働衛生週間の事業場訪問にお伺いしました】 
10 月 1 日に馬場化学工業株式会社（金沢市かたつ１２番地）にお邪魔し、馬場社

長と柿木専務から菓子容器、食品トレーなどプラスティック成型品の製造事業、従

業員 39 名（平均年齢 41 歳）の安全衛生のお話を伺いしました。 

工場入口にエアシャワー、内部はクリーンルームでした。荷の搬送はハンドリフト、

電動フォークリフトの運搬が主体であり、作業場全体がバリアフリーです。食堂、休

憩室、更衣室、喫煙室もあります。喫煙室清掃員の受動喫煙問題は、馬場化学で

は、喫煙室の清掃は喫煙者が行うことになっていると目から鱗の説明がありました。 

午後からは、石川メッキ工業株式会社（金沢市金石西 

 

 

 

 

 

 

 

 

１丁目４番４５号）にお邪魔し、鴻野洋行社長から金属ケース、金属キャップ、自動

車バンパー、電子部品などのニッケル、亜鉛、スズ、銅などの各種電気めっきの事

業、従業員 36 名 （平均年齢４２歳）の安全衛生のお話を伺いしました。 

電極に実装性をもたせる微細な電子部品のメッキが多く、バレルと呼ばれる筒に

電子部品を入れてめっきしています。全自動のメッキ装置も導入されています。工

場内は多くのメッキ槽が並んでいますが、化学物質や自動搬送のメッキ機械の管

理のほか、工場内の熱中症対策として空調ダクトが配管され、作業場所にスポット

クーラーが設けられていました。 

続いて、加賀建設株式会社（金沢市金石西１丁目２番１０号）にお邪魔し、山田茂樹

取締役から加賀建設の事業内容や現場の安全衛生管理についてお話を伺いしまし

た。従業員は 54 名、事務所１４名。各現場の安全衛生責任者により会社全体で安

全衛生委員会を定期的に開催している。７月１５日を社内の安全の日として安全大

会を開催している。働き方改革に取り組み、残業は月３０時間以下である。女性の採

用を積極的に行っており、事務員はもちろん、現場監督にも女性が増えている。石

川労働局から建設業では初めて「えるぼし」の認定を受けている。現場での熱中症

対策や受動喫煙防止対策にも取り組みはできていました。 

 

 

 

 

［令和元年度石川県産業安全衛生大会が開催されました］ 

10 月 8 日（火）午後 1 時半から石川県地場産業振興センターで産業安全衛生大会が開催され、

令和元年度の産業安全衛生表彰が行われました。金沢地区の受賞者は、次のとおりです。 

事業場賞  金沢機工株式会社（代表取締役 井上英一郎）金沢市無量寺町ハ 38 番地 2 

   株式会社ことぶき（代表取締役 大島淳光）金沢市本町 1 丁目 1 番 8 号 

   津幡町商工会（会長 山﨑正）河北郡津幡町清水チ 326-3  

功労賞   福田一郎（株式会社ＰＦＵ人事総務部総務部担当部長）かほく市宇野気ヌ 98-2 

    
表彰を受ける井上社長  事業場賞受賞者 祝辞する八牧理事長  講師の林かおり氏  

中央労働災害防止協会の八牧暢行理事長が来県され、受賞者への祝辞を述べられました。  

続いて、中央労働災害防止協会の林  かおり教育推進部次長が「トップの本気が現場を変え

る！～時代変遷や働く職場の環境の変化がいかにあろうとも～」の題で講演されました。 
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秋の行事等についてお知らせします 

［令和元年全国労働衛生週間表彰式を 11 月 11 日（月）午後 4 時に金沢歌劇座で開催します］ 

本年度の労働衛生週間表彰受賞者は、事業場賞が、石川メッキ工業株式会社、馬場化学工業

株式会社、加賀建設株式会社、有限会社カナテツの４社です。個人の功労賞が、岡村一人（香

月断熱）中山明宏（有限会社 三陽）村谷哲也（株式会社津幡工業）山下 誠（第一電機工業

株式会社）若宮昇平（株式会社若宮塗装工業所の５名の方々です。おめでとうございます。 

講習会開催のお知らせ］ 

電気取扱業務（低圧）特別教育講習会を１１  月 ２１日（木）に開催します  

【対象者】低圧電路の敷設、修理の業務又は配電盤室、変電室等の低圧電路の開閉器の操作業務に従事する方 

【日 時】令和元 年 １１ 月 ２１日（木） 午前９時００分～午後５時００分 

【会 場】石川県地場産業振興センター 新 館 ５ 階 第 １２ 研修室（金沢市鞍月２丁目１番地） 

【定 員】１００名（定員になり次第締切らせていただきますのでお早目にお申し込みください。） 

【受講料】 会員事業場１人につき８，４１０円（税込み、テキスト代等含む） 

衛生推進者養成講習会を１１月２９日（金）に開催します  

【対象】非工業的業種の常時１０人～４９人の事業場の労働衛生管理を担当する方 

【日時】（１日講習）令和元年 １１月２９日（金）午前１０時００分～午後 ４ 時３０分 

【会場】石川県地場産業振興センター 新館５階 第１２研修室（金沢市鞍月２丁目１番地） 

【定員】１００名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

【受講料】 会員事業場１人につき８，８００円（税込み、テキスト代等含む） 

リスクアセスメント担当者養成講習会を１２月４日（水）に開催します  

【対象】工業的業種及び化学物質を取り扱う事業場のリスクアセスメントを担当する方 

【日時】（１日講習）令和元年 １２ 月 ４日（水）午前９時００分～午後 ５時００分 

【会場】石川県地場産業振興センター 本館１階 第７研修室（金沢市鞍月２丁目１番地） 

【定員】６０名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

【受講料】 会員事業場１人につき８，８００円（税込み、テキスト代等含む） 

石川県最低賃金が 10 月 2 日から 

26 円引き上げられて 

時間額８３２円になりました。 

平成 24 年からずっと前年度を上回る 

引き上げ額になっています。 

平成 28 年から引き上げ額は 20 円を 

超えています。 

法定労働時間の月平均時間は 

365 日÷7 日×４０時間÷12 か月 

の 173.8 時間ですから最低賃金の 

月額換算は今年 14 万 4610 円に 

なりました。 

［労働保険事務組合からのお知らせとお願い］  

令和元年度労働保険料等は、事務組合指定納入期日の 

第３期分令和２年１月２１日（火） までに納入下さるようお願いします。 

次のようなときは、労働保険事務組合に必ずご連絡くださいね。 

労働者(被保険者)を雇い入れたとき翌月 10 日まで、退職(解雇-死亡)したときは 10 日以内に 

労働者(被保険者)の氏名が変わったとき速やかに、ご連絡ください。 

事業場の名称・所在地・事業主・事業内容等が変わったときは、10 日以内にご連絡ください。 

  

引上額 月額換算

平成24年 693円 6円 120450円

平成25年 704円 11円 122362円

平成26年 718円 14円 124795円

平成27年 735円 17円 127750円

平成28年 757円 22円 131574円

平成29年 781円 24円 135745円

平成30年 806円 25円 140090円

令和元年 832円 26円 144610円

石川県最低賃金
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健康増進法が改正され、受動喫煙防止義務が強化されます。 
今年 7 月から学校や児童福祉施設、病院、行政庁舎などが全面禁煙となり、敷地内が禁煙として管理する

ことが義務付けられています。来年 4 月 1 日から、複数の労働者等が働く事務所・工場なども屋内は原則禁煙

となります。例外として喫煙専用室の室内でのみ喫煙可とする管理が義務付けられました。  

受動喫煙防止については、タバコ煙の有害性と微小性の 5 つの問題が学会で提起されています。  

① タバコ煙はホルムアルデヒドなど約 70 種類の発がん性物質をはじめ、数千種類の化学物質が含まれ

る有害物です。日本人のリスク要因別の関連死亡者数の第 1 位は喫煙であり、毎年 13 万人が喫煙に

より循環器疾患やがんに罹患し、死亡しています。  

② タバコ煙は 0.4～1μm と粒子が小さいため喉の粘液線毛や粘膜上皮で除去されず、肺胞まで到達し

て炎症を起こし、全身の血管に作用して、脳卒中や心筋梗塞のリスクも高めます。 

③ タバコ煙は、間仕切りでも部屋を替えても漏出を防げず、喫煙室や空気清浄機では、タバコ煙の漏れ

を防止できません。ドアのフイゴ作用で煙が流出、退出する喫煙者に伴って煙が流出するため、受動

喫煙を完全に防止するには建物内の全面禁煙化が必要です。 

④  喫煙後の喫煙者の呼気や衣服に付いた有害物質がその後 45 分間も漏出し、喫煙者がいなくなって

も、汚染空気が残存し、壁紙やカーテンから漏出が続くことがわかりました。  

⑤ 車内やエレベータ内などの狭い空間で喫煙者と一緒にならないように注意をすることはできますが、喫

煙室や空気清浄機が増え、タバコの有害物が残留する中でこれを清掃洗浄しなければならない清掃

作業員の職業的な受動喫煙は重要な問題です。（ 「肺の寿命の延ばし方」参考） 

受動喫煙防止対策も当初は禁煙タイムなどの時間分煙、喫煙コーナーや喫煙席の区分といったことから始

まり、徐々に独立した喫煙室が増えてきました。ところが、タバコ煙の微小性による漏出拡散が明らかになり、

国際的にも「屋内は分煙でなく、完全に禁煙として、汚染物質であるタバコ煙を除去すること。」と「法律により

すべての人に完全禁煙を保証すること」が求められています。 

日本呼吸器学会 「肺の寿命の延ばし方」は、日本呼吸器学会ホームページで見ることができます。  

 
今回の健康増進法改正で、事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店等の事業所は、屋内を原則禁煙とし、喫

煙専用室内でのみ喫煙可として次のように管理することが義務付けられ、同時に次の事項を遵守することが求

められています。義務違反には、５０万円の過料が科される場合もあります。 

① 喫煙専用室出入口で、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m 毎秒以上であること。  

② たばこの煙が喫煙専用室内から室外に流出しないよう、壁、天井等で区画されていること。 

③ 喫煙専用室のたばこの煙が屋外に排気されていること。 

④ 喫煙禁止場所に灰皿等の喫煙器具、設備等を設置しないこと。  

⑤ 20 歳未満の者（従業員を含む）を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないこととする。  

⑥ 従業員の募集者は、実施している受動喫煙対策を、募集や求人申込みの際に明示すること。 

Q:工場の送迎バスやトラックなど車輌は、第二種施設の２人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する
施設に該当しますか。  バス内で喫煙する人はいませんが、運転席横に車用灰皿がありますが誰も使
っていません。小物入れになっていますが、そのままにしておくと違法ですか。 

Ａ:  社用車、トラックについては第二種施設には該当せず、法律上は規制対象外です。（喫煙時には周
囲に配慮する必要はあります。また、社内ルールで禁煙と定めることは差し支えありません。）送迎バス
については旅客運送事業として許可を受けて行っている場合は第二種施設となるため、灰皿等の撤去
が必要ですが、社用バスで社員を無償で送迎している等といった運送事業許可がいらないものについ
ては上記と同様に規制対象外となります。なお、余談ですが、規制対象外となる車内であっても、病院
などの第一種施設の敷地内に駐車中は車内での喫煙は禁止となりますのでご注意ください。  

詳しくは、石川県健康福祉部健康推進課生活習慣病対策グループ TEL: 076-225-1437 までお問い合わせください。 
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働き方改革による法改正②時間外労働の割増賃金率改正について 

平成２２年４月の労働基準法改正で、大企業は、月６０時間を超える時間外労働には、割

増率５０％以上の割増賃金を支払うことになりました。この割増率は、中小企業には適用が

猶予されていますが、「働き方改革」により、令和５年４月１日以降、この猶予措置が廃止

されます。したがって、４年後には、月６０時間を超える時間外労働には、中小企業も割増

率５０％以上の割増賃金を支払うことが必要になります。  

 
適用が猶予されていた中小企業 

業種 
資本金の額・出資総額  

常時使用する労働者数 

小売業 
５,０００万円以下 

５０人以下 

サービス

業 

５,０００万円以下 

１００人以下 

卸売業 
１億円以下 

１００人以下 

その他 
３億円以下 

３００人以下 

月６０時間以上の時間外労働を

行った場合は、次のような二つの

取扱い方法になります。 

① 月６０時間を超える時間外労働に対して割増率を５０％とした割増賃金を支払うか、 

② 代替措置の労使協定を締結した上で、２５％の割増賃金を支払い、かつ有給休暇を付与すること 

現在、大企業では、時間外労働限度時間規制と合わせて、時間外労働の取扱いは次のような４段

階になっています。4 年後、中小企業も同様な取扱いが必要になります。 

時間外労働 36 協定届 限度時間規制 健康福祉義務 割増賃金 

月 45 時間まで 様式第９号 

 

 

２５％ 月 45 時間を超え

月 60 時間まで 

様式９号の

２ 

(特別条項) 

① 医師による面接指導 

② 深夜労働回数制限 

③ 勤務時間インターバル 

④ 代償休日・特別休暇付与 

⑤ 臨時健康診断の実施 

⑥ 連続年次有給休暇の取得 

⑦ 健康問題相談窓口の設置 

⑧ 健康状態による配置転換 

⑨ 医師の助言・保健指導 

月 60 時間を超え

月 80 時間まで 

５０％ 

又は 

25％＋有休 
月 80 時間を超え

月 100 時間まで 

６か月各月平均

80 時間を超えな

いようにする 

最大月 100 時間 

(ア) 時間外労働が月 45 時間までのときは、36 協定届を様式第９号で届出、２５％の割増賃金を支

払えば、特別な限度時間規制や健康福祉義務はありません。 

(イ) 月 45 時間を超え月 60 時間までのときは、36 協定届を様式９号の２(特別条項)で届出、これに

①医師による面接指導 ②深夜労働回数制限 ③勤務時間インターバル ④代償休日・特別休

暇付与 ⑤臨時健康診断の実施 ⑥連続年次有給休暇の取得 ⑦健康問題相談窓口の設置 

⑧健康状態による配置転換 ⑨医師の助言・保健指導といった健康福祉措置を記載することが

必要ですし、実施後は、健康福祉措置の実施結果を記録する必要があります。 

(ウ) 時間外労働が月 60 時間を超え月 80 時間までのときは、（イ）の健康福祉義務に加えて５０％以

上の割増賃金又は２５％以上の割増賃金支払いと有給休暇付与を行う必要があります。 

(エ) 月 80 時間を超え月 100 時間までのときは、（イ）の健康福祉義務と(ウ)の５０％以上の割増賃金

に加えて、６か月平均 80 時間を超えないようにする必要があります。例えば、1 月 70 時間なら２

月は 90 時間できますが、1 月 70 時間、２月 90 時間なら 3 月は 80 時間以下にしなければなり

ません。1 月 70 時間、２月 60 時間なら 3 月は 100 時間までできますが、ここまでで 230 時間な

ので 4 月は 4×80＝320 時間から 230 時間を差し引いた 90 時間できます。どの月も 1 か月最長

100 時間の限度規制があります。 


