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　全国労働衛生週間は、昭和25年に第 1 回を実施して以来、今年で第71回を迎えます。
　本週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職
場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的とし実施するものです。
　愛知県内における令和元年の業務上疾病者数は、昨年より 3 件増加し、休業 4 日以上となった方が416名、
うち 6 名は死亡に至るものとなりました。亡くなられた方の内訳は、3 名が過重な業務による脳血管疾患・
心臓疾患等、1 名が強い心理的負荷を伴う業務による精神障害、2 名が熱中症によるものです。
　労働者が仕事によって健康を損なうことは、本来あってはなりません。過労死や精神障害による死亡を防
ぐためには、「働き方改革」をさらに進め、併せて長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘル
ス対策を推進することが必要です。
　また本年、「溶接ヒュ－ム」等が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす恐れがあるとして新たに特定
化学物質障害予防規則の規制対象とする改正が行われた他、建築物等の解体・改修工事における石綿ばく露
防止のために事前調査の強化等を図る石綿障害予防規則等の改正が行われました。さらに高年齢労働者が安
心して働ける職場環境づくりや健康づくりを目指し、「高齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（エイジングフレンドリ－ガイドライン）が公表されました。これらの法令改正やガイドラインを踏まえて、
適切な労働衛生管理を進めていく必要があります。
　各事業場におかれましても全国労働衛生週間の実施について周知いただくとともに、これを契機として事
業場における自主的な労働衛生管理活動の定着に向けて積極的に取り組みをお願いします。
　
　実施者の実施事項
　労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の
定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。

　　全国労働衛生週間中に実施する事項

　　　ア　事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
　　　イ　労働衛生旗の掲揚及びスロ－ガン等の掲示
　　　ウ　労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
　　　エ　有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
　　　オ　労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識
　　　　　高揚のための行事等の実施

第７１回全国労働衛生週間（１０月１日～７日）

みなおして  職場の環境  からだの健康みなおして  職場の環境  からだの健康
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☆☆☆加藤村長について☆☆☆
服部会長　加藤村長について出身・学生時代・ご趣味等おきかせください。
加藤村長　私は、生まれも育ちも飛島村です。1 歳半のころ記憶にはない

んですが、伊勢湾台風を経験し天井まであと少しで水が浸か
るというときに水が引き始め、命拾いすることができました。
小学校からはサッカーを始め、高校の時にはサッカーに明け
暮れていました。

服部会長　今ではサッカーはポピュラーですが当時は？
加藤村長　当時はあまり知られてなかったですね。私が小学校 5 年生の時

に飛島村のサッカースポーツ少年団が設立され、平成29年11
月に50周年記念式典も終わり、歴史のあるものになりました。

服部会長　今でも母校に行かれてサッカー部の後輩をご覧になることはあ
りますか？

加藤村長　飛島村の中ではサッカー協会の会長もやっています。自分はさ
すがにできないですが、運営面で関わっています。大学時代
クラブチームでサッカーをし、海外遠征もいきました、その
際英会話の必要性を痛感し必死に勉強し、英検を取得しまし
た。18歳の時には少林寺拳法に出会い修練に励みました。叔
父が建具屋を営んでおり、その後「額縁」を作るようになり
量産する工場になりました。その工場を手伝うようになり、
工場長兼営業を担いネットワークを広げ最終的には独立し自
営業で建材の販売を行う中、議員活動も行い、この四月に村
長に就任しました。

服部会長　木材関係ということでビックリしましたが、身近に感じること
ができました。その時どのような木材を扱っていましたか？

加藤村長　材木ではなくてＭＤＦを扱っていました。加工しやすいんです
よね。

服部会長　ＭＤＦは、塗装すると綺麗になりますもんね。
加藤村長　ＮＣ加工しながら様々な製品を作ってきました。そのようなこ

とをしながら議員活動も行っていました。
服部会長　飛島村の議員になられたのは、何歳ぐらいのときですか？
加藤村長　49歳ですね。13年間議員を務めさせていただき今に至ります。
服部会長　議長をされていたお話はよく聞きますが？
加藤村長　議長をやっていたのは、Ｈ27.Ｈ28くらいですね。
服部会長　私共の業界と関係のあるお話をきいてビックリいたしました。
 ところで、村長のご趣味は何ですか？
加藤村長　茶道です。
服部会長　運動系の話が多かったので、意外です。
加藤村長　以前は競技用の社交ダンスをやっていましたが、今は茶道です。
服部会長　茶道をはじめるきっかけは何かあったんですか？
加藤村長　茶の湯は昔から戦国武将と結びつきがあり、政と茶の湯という

のは安土桃山時代から続いていて、どこか落ち着けるところ
があり、戦国武将が生死をかけて血で血を洗うような戦いの
中、茶道をしていたというのは、分かる気がします。

服部会長　大河ドラマでも必ず千利休とかでてきますもんね。
加藤村長　無になれる時間なんです。
☆☆☆新型コロナウィルスの影響と対策について☆☆☆
服部会長　現在、飛島村は、新型コロナウィルス感染者ゼロということで

様々な対策を行っているのですか？
加藤村長　はい。幸い飛島村内では新型コロナウィルス感染症罹患者は発

生しておりません。対策としては、特別定額給付金は村独自
施策ではありませんが、速やかな交付に努めました。新生子
育て給付金を設定し、令和 2 年 4 月28日から令和 3 年 3 月31日
までに生まれたお子さん一人につき10万円を支給します。マ
スクの購入が困難だった本年 5 月に住民の方に対して不織布
マスク 5 枚を配布しました。また、飛島学園の給食費を 6 月
から 8 月まで無料としています。飛島学園の臨時休校等によ
り保護者の負担が増えることに鑑み、児童扶養手当受給者を
対象として、一人当たり 3 万円の特別給付金を支給し、同様に、
児童手当受給者を対象として、一人当たり 2 万円（うち 1 万
円が村独自分）を支給しました。海部南部水道企業団の構成
団体と連携し、水道料金基本使用料について　令和 2 年 8 月
から令和 3 年 1 月までの 6 か月間免除となります。海部南部水
道であれば臨海部の企業も対象です。

服部会長　ありがとうございます。大変助かります。
服部会長　飛島村では医療体制の面では何か備えているのでしょうか？
加藤村長　はい。村内医療機関においても、常にリスクと向き合いながら

新型コロナウィルス感染防止対策のため、感染疑いのある患
者用のブースを設け出入口を別に設置・検温等、対策をとっ
て頂いており、苦労が多い中従事していただいている医療関
係者の皆様には、深く感謝と、敬意を表したいと思います。

☆☆☆今後の村のビジョンについて☆☆☆
服部会長　大まかな質問になりますが、今後どのような村にしていきたい

とお考えですか？
加藤村長　村長選挙時の公約に近くなるのですが、3 つの村づくりビジョ

ンを掲げ立候補をしました。
①災害に強い村づくり　②活気と魅力のある村づくり　③人
づくりによる村づくり
大きくこの 3 つに分けてスタッフを配置しています。「日本一
の裕福な村」とよく表現されるのですが、それだけではなく
それ以外の取り組みを内外に発信していきたいと思っていま
す。飛島村は30年間健康長寿（元気で長生きするための）政
策をとっているので、他の自治体だと30年かかる話ですが、
飛島村では30年前から取り組んでおり、30年分のデータが蓄
積されているので、これを生かし、今後どうすると元気で長
生きできるかということに集中し取り組んでいきたいと思っ
ています。

服部会長　病気になった人を治療するのではなく、どうしたら病気になら
ないかという部分は非常に重要ですもんね。

加藤村長　元気で楽しく長生きしてほしいのでそれを保健環境課と福祉課
が、「医療」・「介護」・「リハビリ」の三角関係を作り連携を図
りながら、一人に対して共通の情報をもってサポートしてい
く取り組みを行っております。これは、非常にいい政策なの
で今後推進させていこうと思っています。また、環境問題に
も取り組んで行きたいと考えています。脱プラスチック等に
対しても村として何か協力していきたいと考えています。

服部会長　災害に強い村づくりというのは、最近各地で災害があり、気候
も変わっていますがどのようにお考えですか？

加藤村長　飛島村は海抜 0 メートル地帯で、災害リスクが高く、村が豊か
なのは表裏一体で豊かな部分で今まで災害対策として避難所
を 7 か所造ってきました。、もう一か所増やします。あと、堤
防の強化・液状化対策・排水機能の向上をお金をかけて更新
していきたいと思っています。

☆☆☆村の抱える問題☆☆☆
服部会長　村の抱える課題というのは何かありますか？
加藤村長　災害対策と定住人口を増やすことが課題だと思っています。定

住人口が増えることで飛島村に子供が増え飛島学園が活気づ
いている状況を維持していくことが大事だと思っています。
子供が増えることで、私の掲げる 3 つのビジョンの②活気と
魅力づくりに繋げていきたいです。

服部会長　世間から見ると飛島村は保守的なイメージがあったんですが、
村長のお話を聞いて活発的に今後、外との交流もされていく
ということで、飛島村が活気づくのではないかと思います。

加藤村長　先行事例で、渚地区の新規住宅地ができたことで村民にいいイ
メージを与えることができました。もう一か所新規住宅地開
発を行っていきたいと思っています。

服部会長　村民の方も好意的にうけとめておられるということでしょう
か？

加藤村長　そうですね。工業団地に通勤してみえるかたにも、飛島村に住
みたいと思っている人がいたら入ってもらえるように、優先
順位が、在住・在勤ということになるので職住近接ができ、
企業にとってのメリットにもつながると思います。

服部会長　理想だと思います。
加藤村長　課題とするともう一つ、村の飲食店（商店）が減ってきている

ことです。大手の商業施設に若い人たちは行ってしまうので、
利用率が低下していることが大変な問題となっています。

服部会長　去年のマスタープランの会議の時初めて直接そのお話を聞いて
何か複雑というか、街に商業施設を誘致するのがいいようで、
逆に言うと、もともとあったお店にとっては痛手となってし
まうという。難しい問題ですね。

加藤村長　それが課題なんですが。時代の流れでやむを得ない部分もある
んですが、その中でも残っているお店は、特徴があったり、
美味しかったりするので、飛島村観光交流協会が発行してい
る「るるぶ」に掲載してますので、ぜひ企業の皆様に足を運
んでいただき助けていただけばお店も、助かりますのでご協
力お願いいたします。

服部会長　私も「木材ジャーナル」Ｒ 2 . 2 月号「みちしるべ」の記事で飛
島村松之郷のＡコープを臨海部の企業の皆様や名古屋港木材
産業協同組合の組合員にも知っていただこうとご紹介させて
いただきました。飛島村のお店に我々企業の人間が行くとい
うことがいい交流になるのかなと思います。

加藤村長　ありがとうございます。会社で行事があるときなど、お弁当・
割子など作れますので、るるぶ等を見ていただきご利用して
いただけると、また助かります。

服部会長　我々もそういう部分で協力させてもらえたらと思います。
加藤村長　よろしくお願いいたします。

11月号は、  ・村と立地企業との関係について
　　　　    ・立地企業への要望
　　　　    ・その他村長が伝えたいことを記事に掲載していく予定です。

この対談は、令和2年8月5日に収録されました。

飛島村長（加藤光彦）×名古屋港西部臨海地帯企業連絡協議会会長（服部伸一）対談

令和時代を共に

臨海部の企業の皆様に飛島村・飛島村長のことを、より知って頂き今後、飛島村・企業連が共に新しい令和時代を協力し、
よりよい関係を構築していくため、このような対談の機会を設けさせていただきました。
その内容を簡単ではございますが、「みちしるべ」にて2回（9月.11月号）に分けて投稿させていただきます。村民の為・
村のため・臨海部企業のことを多方面から考えてご尽力されている加藤村長に今後も注目し協力していきたいと思います。
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　 弊社は1920年 3 月に材木商として創業し、お陰様
で今年100周年を迎えました。資材・戸建住宅・マ
ンションの販売へ事業を拡げ現在に至っています。
　100周年を迎えるにあたり、ルーツである材木で
100周年記念マリンバ製作を企画。その“マリンバ
プロジェクト”（2019年 8 月始動、2019年11月完成）
についてご紹介させていただきます。
　マリンバは、ピアノの鍵盤と同じ配列の共鳴管が
ついた木製の音板をもつ鍵盤打楽器で、4 ～ 5 オク
ターブと幅広い音域を持ち、ローズウッドなどの高
級材で鍵盤が造られ、響きの豊かな深い音色が魅力
の楽器といわれます。マリンバの音板は、世界中の
マリンバ製作者が試行錯誤の末、密度、強度、硬度
から最も響きが良いローズウッド製が主流とされて
います。その材質の常識を破り、創業当初から取り
扱ってきた建築材に着目して、国内屈指のマリンバ
メーカー「こおろぎ社」（福井県）で長年調律を手
掛けた木琴調律師　吉村輝美氏に製造を依頼しまし
た。
　材質を研究した結果、ウッドデッキ用木材「イペ
材」（＝木目は詰まり比重も重く表面硬度も高い高
級材）を使用する事になりました。木琴調律師が音
板 1 本を削る作業に 3 時間を要し、10本削って合格
するのは 3 本の確率になるほど苦労をされたそうで
す。専門家の方々の知恵と技術の結晶により、南米
原産広葉樹でウッドデッキ用木材「イペ材」を鍵盤
にした世界に一台だけのマリンバが完成しました。
　当社HPから、美しい木目の鍵盤が奏でるマリンバ
奏者　中田　麦（Baku Nakata）氏の深みのある音色
の演奏に耳を傾けていただければ幸いです。

“  マリンバプロジェクト  ”

広報副委員長：稲田恭子（丸美産業㈱） ：名古屋港木材倉庫㈱　磯貝伸之

　コーナー名にもある通り『縁』についてお話しを

していこうと思いますが、私が今の会社に入社する

前は、現在の倉庫業とはかけ離れたアパレル業界で

働いておりました。

　元来は、服飾が大好きで、店内の服の配置・マネ

キンのコーディネートを考え、店内の見栄えを良く

し、売上を上げる為に何をすれば良いか？を日々考

えていました。

　そして今は、木材に携わる倉庫業で働いています

が、ここ数年で、お客様との繋がりを増やしていく

為に、顧客訪問という形で色々な立場の方々と積極

的に意見交換をしています。

　経営方針の在り方・問題意識の持ち方・今後の木

材業界・木材市場の動静等、幅広い分野の話しを聞

く事が出来、自身にとってプラスになるかけがえの

ない時間であると感じています。

　しかし、今年に入り新型コロナウィルスの影響で

顧客訪問がしにくい状況となりました。

　仕事の在り方も変化してきている中で、培ってき

た繋がりを大切にしていく為に、訪問出来ない状況

であれば、出来ない状況なりの繋がりの持ち方を考

えていこうと思います。

　実際、普段連絡を取り合わないお客様でも、SMS

やLINEで意見交換をしているお客様もいるので、ど

ういう形であれ、繋がりを持つ事は出来ます。

　こういった繋がりを広げていく事が出来れば、何

かトラブルがあった時や検品依頼等でお客様が困っ

た際の、問題解決の 1 つの方法になるかと思います。

　まだまだこれから暑い日が続きますが、体調管理

をしっかりして、この大変な時期を乗り切っていき

ましょう。

　次回は、吉村製材㈱  第三営業Ｇ  太田怜志氏にお

願いします。

「  縁  」

https://www.marumi.com/100th_anniv/
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西 垣 洋 一 服 部 伸 一

◆ 広告コーナー

8月中（17日現在）、蟹江警察署管内で自販機ねらい被害が3件発生しました。

・ 自販機付近にセンサーライト等を設置し周囲を明るくしましょう。
・ 鍵穴等の扉の開閉部の対策を中心にチェーンロック等を設置しましょう。
・ 不審者や不審車両を見かけた時は、警察に連絡して下さい。

防犯上の注意点

自販機が狙われています !

　令和 2 年 8 月30日（日曜日）に飛島村公民館にて親子ふれあい
教室木工教室が開催されました。毎年大変好評をいただいており、
名古屋港木材産業協同組合の委託事業となり今年で 2 年目となり
ました。コロナ禍のため、密を回避して二部制（午前・午後）で
の開催となりました。各 6 組の親子に国産材を使用したランドセ
ルラックを作成していただきました。
　親子が微笑みあい、ボンドでの接着や釘を金づちで打つ作業を
協力しながら行う姿がとても印象的でした。
　教室後のアンケートでは「とても楽しかった。」「とてもいい思い出になった。」「丁寧親切に教えていただけて
大満足」等の感想を多数いただきました。
　広報委員会の協力のもと稲生委員を中心に今年も盛況のうちに終えることができました。

飛島村　親子ふれあい教室　木工教室が開催されました。飛島村　親子ふれあい教室　木工教室が開催されました。


