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例 会 会 報

・例会月日 ２０２１年１０月１９日（火）
・点鐘時間 １２時３０分
・例 会 場 山下工務店 大袋ＧＬ ２階
・斉
唱 「奉仕の理想」
・司会者 山下ヨシ子 出席会場委員長
・発行年月日 ２０２１年１０月２６日（火）

次週インフォメーション
24 日 (日) 世界ポリオデ―
26 日 （火） 夜間例会 18 時～
京おばんざい 福久和うち
外部卓話：馬場信子様
29 日 （金）青少年奉仕部門セミナー
Zoom 点鐘 18：30
31 日 (日)越谷東 RC
第 20 回越谷市高校野球大会
（会長・幹事 出席予定）
＊予定が変更になる恐れがあります
予めご了承下さい。

【 会長挨拶 】
みなさんこんにちは。

小池 和義 会長

今日 10 月 19 日に松坂大輔投手が
引退試合を行うというニュースを
見ました。私は特別松坂投手の
ファンであるとかではありませんが
高校野球から常に話題となる人物
でしたので 少し調べてみました。
経歴
私立 横浜高等学校
西武ライオンズ (1999-2006)
ボストン・レッドソックス (2007-2012)
ニューヨーク・メッツ (2013-2014)
福岡ソフトバンクホークス (2015-2017)
中日ドラゴンズ (2018-2019)
埼玉西武ライオンズ (2020-2021)"
西武時代は「平成の怪物」と呼ばれ、21 世紀初の沢村
栄治賞を受賞。
パ・リーグ投手最多記録となるゴールデングラブ賞も
7 回受賞している。
1998 年春・夏の甲子園優勝、2 度のパ・リーグ優勝、
1 度の日本シリーズ優勝、1 度のワールドシリーズ
優勝、2 度のワールド・ベースボール・クラシック
(WBC) 優勝アテネオリンピックの銅メダリスト。
名言
「今日で自信が確信に変わりました」
18 歳でプロのマウンドに立ち日ハムの片岡篤史に
対し 155 ㎞/h のストレートで三振を奪った際の
インタビューでの名言。今でも松坂選手を紹介する
番組で紹介される１番の名言

その他 沢山ある名言の中に「目標」という言葉がキー
ワードになっています。挙げてみますと・・
「夢って言葉、好きじゃないです。
色んなことは夢じゃなくて、目標ですから」
「目標がその日その日を支配する」
「僕は夢は見ない。常に目標を掲げる」
「早い内から明確な目標をもって、そこに向かって
何をするべきかということを考えながら、
普段から生活したほうがいいと思います」
流石大投手！常に目標を掲げています！
「三球三振で２７人のバッターをうちとるのが究極の
理想のピッチングです」
自分も草野球をやっていまして長年野球に携わってい
ますが、もし“理想のピッチングは何ですか？”と
私に尋ねられたとしても“0 点に抑える”“ノーヒッ
ト・ノーランをやりたい”と言うのが限界で決してこ
のような言葉は出てこないですね
松坂選手は常に高い志を持ちそこから何をすればいい
のか目標を掲げて歩んできた方なのだと思います。
今日は松坂選手の話でしたが全てのアスリート選手は
目標をしっかり持ちそれに向かっていくことができる
のだと思います
経営者の皆様も 会社を運営していく・継続していく
もしくは 社会人として生きていくうえでは目標・理想
がしっかり掲げられないといけないのかなと思いまし
た。

その前にも指を巻き込んでしまう事故があったりと
【 幹事報告 】
＊越谷市暴力排除推進委員会より

坪井

明 幹事

パッカー車でのお仕事はとても危険な作業です。
しかし私達が生活していく中で必要なお仕事ですので

10 月 8 日開催予定でした大会は
コロナにより中止とさせて
いただきました。
当日配布予定でしたエコバッグ・
ステッカーを送らせていただきます

作業の方々は注意して行ってもらわなければならない
のですが、作業する方も分かってはいても事故になっ
てしまう事はあります。
あと指の関係で恐ろしいのはグラインダーとか回転系
の物を手袋をしたまま作業すると手袋ごと巻き込まれ

との事

ます。また金型を付けてのプレスの作業も現在では安

＊11 月 14 日行われます地区大会の開催方式について
改めてご案内します。
場所：さいたま市文化センター（大ホール）
時間：11：55 着席でお願いします
YouTube でもご覧いただけます。QR コード希望の方
はお知らせください。
＊４地区合同でのトレインジャック・ポリオ根絶
ウォークラリーについて 集合時間及び場所のご案内
が来ています。
10 月 24 日（日）集合 13 時～ 東京駅丸の内口
【 委員会報告 】
親睦委員より
26 日（火）夜間例会出席の方は 本日会費を
集金させて頂きます。よろしくお願いします。
【 会員卓話 】

大野 弘 会場監査（ SAA ）

全装置が付いていて何か挟まると止まる仕組みになっ
てますがたまたま装置を解除した時に大きな事故にな
ってしまう事もありました。小さなゴミを取ろうとし
た等一瞬の事から大事故に繋がってしまいます。
シャーリング（ステンレス鋼板を切断する機械）大き
い物は人がすっぽり入ってしまう程の大きな物もある
のですが２人で行う作業ですが何かの拍子で２人の
タイミングがズレ大事故になりそうだったという恐ろ
しい話を聞いた事もありました。
労災事故がおきると 社労士は治療の為の書類を書き
その方が休業となると休業の為の書類を作成します
もし事故のせいで身体の一部が無くなる等元に戻らな
いとなった際は障害の請求をさせていただきます
資料にあるように交通事故で亡くなる方は減ってます
が転倒災害で亡くなる方は増えていまして意外と深刻

ロータリーの卓話 という事を
ネットで調べると皆さんとても立派な
お話をしておられるのですが
本日私は社会保険労務士の仕事から
配布致しました資料と共にお話させていただきます。
先ず 10 月 1 日より埼玉県の最低賃金が 956 円 昨年は

実際の話ですと
■ 料理屋の厨房で料理を運ぼうとした女性が転倒し
大腿骨骨折
■ 床に置かれた発泡スチロールの箱に躓き転倒
等多々あります。事故が起こってしまったら速やかに
報告し内容によっては今後の事故防止計画書の提出が
あります。

1 円だけ上りましたが今年は 28 円時給が上がりました
30 円として 1 日 5 時間勤務のパートさんがいると
150 円 20 日来てもらうと 3,000 円 10 人いると 30000 円
と否応なく昇給となります。これを守らないと最賃法
違反という事になります。因みに今年 4 月以降東京は

転倒は原因はつまらない事から起きる場合があります
滑る・躓くという事が基本にありますので
防止の為 安全靴・滑り止めの活用を行って頂きたいと
思います。また階段を降りる際の転倒に関しましては
資料にありますよう細かな注意をして下さい。

1,041 円と最高値になってます神奈川県が 1,040 円
愛知県が 955 円沖縄県は 820 円ですので埼玉県は割と
高めとなっています。

事業主の皆さんも今一度職場を点検し通路に何か置い
てないか或いはドアの開け閉めした先等 見えない所に
何かないか 段差はないか など 確認していただき

今日は先ずお配りしました“転倒災害防止”という
事についてお話します（次頁に資料添付）
私の仕事の中で労災事故の手続きという事が多々あり
ます。業種を問わずありますが 最近ではパッカー車
（ゴミ収集車）での事故がございまして パッカー車は
油圧でゴミを持って行きゴミを巻き込み押し込む仕組
みになっています。とても危険な作業で 1 人では何か

思わぬ事故に繋がらないよう再確認してみてください

を取ろうとして巻き込まれてしまい窒息死してしまっ
た事例があり現在では必ず２人態勢となっております
このパッカー車で板の様なゴミの向きを変えようかと
した時に指が巻き込まれかなりの本数の指が無くなる
可能性があるという大事故でした。

聞いた話ですが越谷市のある職員が現場でケガをされ

通勤が無くなり自宅で行う事で転倒とかが考えられま

ました。すると所長さんが「直ぐに病院に行って下さ
い。自分の保険証を使って下さい。」と言い

す。部屋の段差で転倒したのを労災ではないとはなか
なか言えないと思います。

現金 5,000 円を手渡し「これで内緒にしてください」
と言ったそうです。でもその方は悔しくて今でもその
5,000 円札を使う事が出来ないと言う話でした。確かに
本人の不注意からかもしれませんが仕事中なので労災
になるのではないでしょうか？その所長さんの責任は
ないのでしょうか？
「労災隠しは犯罪です」というステッカーがあるよう
に安全衛生法に値すると思います。労災には
通勤災害：通勤途中で事故（交通事故、自転車での
転倒、徒歩での転倒等）に遭う
労務災害：仕事中での事故一般 があります。
業務起因性と業務遂行という言葉がありますが
例えば食品関係で機械でカットする業務があれば刃物
で手を切る、足元が滑りやすく転倒するという事は仕
事の中に含まれているので危険が表に出たという事で
労災と判断されると思います
ご質問の件ですが労務災害・通勤災害であれば健康保

休業補償について教えて下さい
3 日間は待機期間とし事業主が負担しなければならない
4 日目から 過去 3 カ月分の賃金より 1 日分の給料を
計算しその 8 割が補償されます（土日関係なく勤務と
る）
労災指定病院以外で受診した場合は？
例えば骨折してしまったが近くに労災指定の無い産婦
人科しかなっかた場合。緊急を要するので手当をして
もらい、病院に支払いをします。その後治療内容を記
載した書類を作成してもらい労災に請求してください
その後労災から支払われます。
労災事故が多い事業所は次年度の保険料はどう変わり
ますか？

険は原則使えません。労災であれば労働保険料の中で
賄われるので一切かかりません。医者が診察の際どう
したのか質問します。その際患者が仕事中に起きたと

プラスメリット制（保険料率を上げる） とマイナスメ
リット制（保険料率を下げる）というのがあります。

説明すると、労災と判断された場合労災申請書の提出
を求められます。医者の判断が付かない場合健康保険
から労災保険に切り替わる場合もあります。（逆の場合
もあります）個人であろうと法人であろうと従業員
（正社員・パート・派遣等賃金を支払っている人全て
対象）を雇った時点で労働保険の手続きをしていなく
てもが法律が成立しています。
先程のお話は市の職員という事で公務災害に該当

支払っている保険料と会社が受けている両立によって
変わります（4 月に通告があります）

するかも知れません。市の職員と言っても公務員・
一般の民間と同じように働き公務員の身分の無い方も
おります。障害が残るような大事故・死亡事故場合
でも労災保険が適用されますが、何度も指導しても
改善されない様な悪質な場合労働者に支払った金額を

宜しくお願いします。・・・・・・・・坪井 明 幹事
＊一気に涼しくなり体調がついていきません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大野 弘 会員
＊急に寒くなりましたね。
みなさんお体ご自愛下さい・・・・・菊地貴光 会員

請求する場合があります。
ご相談の方も労災の方に相談されたら違う結果に

＊お久しぶりです。本日は楽しみに参りました。
・・・・・・・・・・・・・・・・田中のり子 会員

なったかも知れません

＊やっと秋らしい日になりました。
秋の夜長楽しみます。SAA 大野弘さまの卓話楽しみに
していました。本日も宜しくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・秋元志津子 会員
＊上着の袖が長くなりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・山下ヨシ子 会員

労災保険の金額は収入で決まるのですか？
労働保険料率により決まります（厚生労働省 HP 参照）
例えば 高いのは建設業で低いのは事務系で 1,000 分の
2.5 ですので給料 10,000 円払うと約 30 円申告してくだ
さいという事になります。
在宅ワーカーの扱いはどうなるのでしょうか
とても難しい問題です。会社がそこで仕事をする事を
認めるという事で会社の指示と働き方によって検討す
るしかないと思います。

労働者の人数等一定企業の事業所が対象ですが

【 スマイル報告 】
山下ヨシ子 出席会場委員長
＊本日もよろしく！
大野さん卓話有り難うございます・・小池和義 会長
＊秋らしく寒くなりました。ご自愛下さい。
大野さん卓話楽しみにしています。

【 出席報告 】

スマイル金額 7,000 円

会員数

出席
免除

出席
数

欠席
数

13 名

5名

7名

1名

MU
名

出席率
87.5％

