
平成２６年度事業報告

 地方行政の能率的な運営の確保と地域住民の福祉の向上並びに地域社会の健全な発展に

資するために、地方行政の担い手である地方公務員の安全衛生対策に関するノウハウの開

発提供、人材育成としての研修、健康づくり支援、情報交流等を推進することにより、地

方公務員の安全と健康を確保し、公務災害を未然に防止するとともに、快適な職場環境の

形成を促進し、もって、公務の効率的な運営の確保等を図るため、平成２６年度において、

下記の事業を行った。 

【公益目的支出計画実施事業】 

１ ノウハウ開発提供事業 

（１）公務災害の発生状況の分析

      公務災害防止対策に資するため、公務災害の割合が比較的高い現業職場における公

務災害の発生状況を調査・分析し、その現況等を冊子にとりまとめて地方公共団体等

へ配付した。

・「公務災害の現況(平成２５年度認定分)」

・「公務災害の現況 要約版（平成２５年度認定分）」 

（２）研修教材の作成・提供

      安全衛生研修会等各種の研修会をより効果的なものとするため、社会情勢等を踏ま

えた小冊子を作成するとともに、法改正等を踏まえ既刊のテキストの全面改訂版を作

成して受講者等に配付し、あわせて地方公共団体等に配付した。

    ・小冊子 安全関係「１からわかる 身近な安全衛生活動」 

健康関係「すっきり疲れをとるための快眠法」 

「職場の腰痛予防対策」 

  ・テキスト改訂版 「地方公共団体の安全衛生管理（第９版）」 

「安全衛生推進者ハンドブック（第３版）」 

２ 人材育成研修事業 

［安全衛生基本研修］ 

（１）「重大公務災害防止対策セミナー」の開催 

   ① 地方公共団体の安全衛生担当部局の職員を対象に、安全衛生の水準と資質の向上

を図るためのセミナーを地方公共団体との共催で実施した。 

   開催日                  開催地   参加人員（人） 

      平成２６年 ５月１６日          香川県   ２０４ 

     平成２６年 ６月 ６日         相模原市    ６１ 

平成２６年 ６月２０日          茨城県   １２４ 

     平成２６年 ７月 ８日          鳥取県    ９９ 

    平成２６年 ７月１６日          石川県    ４６ 

平成２６年 ７月２４日          新潟県   １４２ 

     平成２６年 ８月 ８日          愛媛県    ８０ 

    平成２６年１０月１７日          福島県    ７０ 

          計             ８団体   ８２６人 



② 重大公務災害防止対策セミナー・市町村研修支援事業の実施 

 市町村職員の安全衛生教育を着実に進めるため、市町村職員を対象とする安全衛

生研修を行う全国３７団体（参加者３，７０３人）に対して、講師を派遣する等の

支援を行った。 

（２）「新任安全衛生担当者研修会」の開催 

   新たに安全衛生担当者となった職員を対象に、安全衛生、健康管理等に関する基本

知識や安全衛生活動技法の基礎等を習得するための研修会を開催した。 

   開催日                  開催地   参加人員（人） 

    平成２６年 ５月 ９日          東 京   １１１ 

   平成２６年 ５月２３日          大 阪   １１２ 

［専門研修］ 

（３）「メンタルヘルスマネジメント実践研修会」の開催 

管理監督者や人事・厚生担当者、衛生管理者、安全衛生推進者等を対象に、メンタ

ルヘルス対策を推進する上で必要な体制づくりや計画立案の方法、具体的かつ実務的

な事例研究、カウンセリングの実習等を学ぶための研修会を開催した。 

      開催日（主催）              開催地   参加人員（人） 

   平成２６年 ６月 ５日～ ６日      東 京    ８５ 

   平成２６年１０月１６日～１７日      大 阪    ７７ 

開催日（共催）              開催地   参加人員（人） 

     平成２６年 ５月１４日          埼玉県    ８４ 

    平成２６年 ５月２７日          宮城県   １１４ 

平成２６年 ６月 ３日           奈良県   １１６ 

     平成２６年 ６月２７日          大阪府   １９１ 

    平成２６年 ７月１１日          青森県   １００ 

平成２６年 ７月２３日          大阪府    ８０ 

平成２６年 ７月２９日          和歌山県   １４５ 

     平成２６年 ８月２９日          岐阜県   １２７ 

    平成２６年 ９月１７日          山形県    ７１ 

   平成２６年１０月２４日          兵庫県    ５２ 

平成２６年１０月２９日           北海道   １２２ 

     平成２６年１０月３１日           茨城県    ７１ 

     平成２６年１１月１１日          新潟市    ９８ 

平成２６年１１月１４日          沖縄県   １１９ 

   平成２６年１１月２１日          福島県    ３３ 

   平成２６年１１月２８日          札幌市   １４４ 

       計               １６団体 １，６６７人 

（４）「安全管理研修会」の開催  

上下水道、交通、土木、清掃、学校給食、電気及びガス等の現業職場における安全

管理者、安全衛生推進者及び安全管理担当者等を対象に、安全管理体制、安全管理者

の職務及び安全管理の進め方等、安全管理に係る総合的な研修会を開催した。 

開催日                  開催地   参加人員（人） 

平成２６年 ７月２５日          東 京    ５３ 

平成２６年１０月 ３日          大 阪   １０２ 



（５）「職場の衛生管理研修会」の開催 

      衛生管理者、衛生推進者及び健康管理担当者等を対象に職場における衛生管理と健

康管理を進める上で必要となる実務能力の向上や討議・情報交換を図るための研修会

を開催した。 

   開催日                  開催地   参加人員（人） 

      平成２６年１１月 ７日           大 阪    ９５ 

      平成２６年１２月 ９日           東 京    ６１ 

（６）「職場巡視・安全衛生点検セミナー」の開催                

安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者等を対象に、職場巡視及び安全衛生点

検等の効果的な進め方や機械設備・作業環境・作業方法における安全衛生状態の判断

力を養うための総合的なセミナーを開催した。 

開催日                  開催地   参加人員（人） 

      平成２６年１０月１０日           大 阪   １０１ 

      平成２６年１２月１９日           東 京    ８７ 

［職種別研修］ 

（７）「警察職員安全衛生セミナー」の開催 

   警察本部の安全衛生担当者等を対象に、安全衛生管理の推進を図るため、健康管理、

過重労働対策、安全配慮義務等について、講義及び情報交換を交えたセミナーを開催

した。 

      開催日                  開催地   参加人員（人） 

   平成２６年 ９月２６日          京 都    ３３ 

   平成２６年１０月３１日          東 京    ２９ 

（８）「消防職員安全衛生研修会」の開催   

    ① 消防職員を対象に、安全及び健康管理の推進を図るため、情報交換を交えた研修会

を開催した。 

      開催日                  開催地   参加人員（人） 

平成２６年 ７月１７日 ～ ７月１８日   東 京   １２８ 

      平成２６年 ９月１８日 ～ ９月１９日   福 岡   １２２ 

   平成２６年１０月２３日 ～１０月２４日  大 阪   １１３ 

平成２６年１２月１１日 ～１２月１２日   大 阪   １００ 

   平成２７年 １月２２日 ～ １月２３日  東 京    ５７ 

    ② 消防職員を対象に、惨事ストレス対策に特化した研修内容の「消防職員惨事ストレ

ス研修会」を、全国消防長会等との共催で実施した。    

開催日                  開催地   参加人員（人） 

平成２６年 ７月 １日          岐阜県   １０１ 

      平成２６年 ７月１８日          宮城県   １２５ 

   平成２６年 ８月 ６日          長野県   １５８ 

   平成２６年 ９月１０日         鹿児島県   １１２ 

   平成２６年 ９月２６日          青森県   １７７ 

   平成２６年１２月１６日          福島県    ８５ 

       計                ６団体   ７５８人 



（９）「学校における安全衛生管理者研修会」の開催 

   学校長、教頭等、学校における安全衛生管理者を対象に、学校の安全衛生活動につ

いての知識を習得するための研修会を地方公共団体との共催で実施した。 

   開催日                  開催地   参加人員（人） 

   平成２６年 ６月１２日          鳥取県    ７７ 

   平成２６年 ６月１７日          静岡市   １３２ 

   平成２６年 ８月 ５日          京都府    ６２ 

   平成２６年 ８月 ７日          三重県    ６５ 

   平成２６年 ８月１９日          宮崎県   ４２９ 

   平成２６年 ８月２２日          新潟市   １５４ 

平成２６年 ８月２６日          埼玉県   ２４５ 

   平成２６年 ９月１１日          沖縄県    ７５ 

   平成２６年１０月２９日          千葉県   １９４ 

   平成２７年 １月 ７日          川崎市   １７９ 

       計               １０団体 １，６１２人 

（10）「学校給食事業安全衛生管理セミナー」の開催 

      学校給食事業の安全管理者等を対象に、資質の向上等を図るためのセミナーを開催  

した。 

   開催日                  開催地   参加人員（人） 

      平成２６年 ８月 １日           東 京    ３９ 

（11）「病院等における災害防止対策研修会」の開催 

      病院等の医療従事者を対象に、針刺し切創防止対策をはじめ、事故・災害の防止対

策のために効果的な安全衛生管理のあり方等を理解・習得するための研修会を開催し

た。 

      開催日                  開催地   参加人員（人） 

      平成２６年１０月２８日          東 京    ３８ 

（12）「職域保健師研修会」の開催 

職域担当の保健師を対象に、産業保健師に求められる基本的な職場活動に関する知

識や技術の取得等を目的とした研修会を開催した。 

開催日                  開催地   参加人員（人） 

平成２６年１１月１４日          大 阪    ２１ 

平成２６年１１月２８日          東 京    ３７ 

（13）「清掃事業安全衛生管理セミナー」の開催 

      清掃事業部局の安全管理者等を対象に、資質の向上等を図るためのセミナーを開催

した。       

開催日                  開催地   参加人員（人） 

平成２６年１２月 ５日           東 京    ６２ 



３ 健康づくり支援事業 

（１）地方公務員の健康状況等に関する実態調査

    ① 地方公務員の健康状況等調査の実施及び報告書の作成

       各地方公共団体の健康管理施策に供するため、平成２５年度における職員の健康

診断等の実施状況、定期健康診断等の結果、長期病休者の状況及び在職職員の死亡

状況を全国調査し、報告書にとりまとめ地方公共団体等へ配付した。 

      ・「地方公務員 健康状況等の現況」

② 一般定期健康診断等の実施状況に関する調査 

       平成２６年度の一般定期健康診断の実施状況を全国調査し、その結果をとりまと

め地方公共団体等へ配付した。

      ・「一般定期健康診断等の実施状況に関する調査結果」

（２）「職域担当看護職研究会」の開催

      職域担当の保健師、看護師等を対象に資質の向上と相互の情報交流を図るため、職

務上の諸問題の解決策の研究・討議・情報交流を行う研究会を開催した。 

      開催日                  開催地   参加人員（人）

      平成２６年 ７月 ３日          東 京    ５０ 

平成２６年 ７月１８日          京 都    ７０

      平成２７年 １月２９日          東 京    ９１

      平成２７年 ２月１３日          大 阪    ６６ 

４ 情報交流・広報啓発事業

（１）広報誌「地方公務員 安全と健康フォーラム」の発行

      地方公共団体の安全衛生担当者等へ安全と健康に関する情報を提供するとともに、

地方公共団体間の相互交流を推進するための広報誌「地方公務員 安全と健康フォー

ラム」を発行し、地方公共団体及び関係機関等へ配付した。

年３回（８、１、４月）発行 各回１９，０００部配付

   ［特集］ 

第９１号（８月）気軽に体を動かし健康づくり

      第９２号（１月）職員のモチベーションアップを図るには 

第９３号（４月）空調・照明を見直そう 

（２）「職場環境改善アドバイザー派遣事業」の実施      

      地方公共団体の依頼により、４２団体７５事業場に対し、労働安全衛生に関する専

門家を派遣して、職場の安全衛生に関する診断を行い、職場環境の改善点や改善手法

等のアドバイスを行った。 

ア 実施団体（４２団体） 

   都道府県    ４団体 

   政令指定都市  ７団体 

   市区町村   ２６団体 

   一部事務組合等 ５団体 

イ 実施事業場（７５事業場） 

一般事務職場（１６）、消防署（１３）、保育・幼稚園事業場（１２）、 

清掃事業場（９）、上下水道事業場（６）、給食調理事業場（５）、 

その他（１４） 



（３）ホームページの運用 

   協会ホームページにより、当協会の事業概要及び研修会等の開催状況等や地方公務

員の安全衛生等に関する各種情報の提供を行った。 

【その他事業】 

１ 資格取得研修事業  

（１）「衛生管理者受験講習会」の開催 

      衛生管理者免許試験の受験予定者に、合格に必要な知識を付与するための講習会を

開催した。 

   開催日                  開催地   参加人員（人） 

      平成２６年 ５月２８日 ～ ５月３０日   東 京   １０２ 

      平成２６年 ６月１１日 ～ ６月１３日  大 阪   １１３ 

      平成２６年 ７月 ２日 ～ ７月 ４日   宮 城    ３４ 

平成２６年 ７月 ９日 ～ ７月１１日   愛 知   １４５ 

平成２６年 ８月２０日 ～ ８月２２日  大 阪    ６５ 

平成２６年 ９月 ２日 ～ ９月 ４日  東 京   １１８ 

（２）「安全衛生推進者養成講習会」の開催 

      安全衛生推進者及び衛生推進者の資格を付与するための講習会を開催した。 

開催日                  開催地   参加人員（人） 

      平成２６年 ６月１７日 ～ ６月１８日   東 京    ９９ 

      平成２６年 ６月２６日 ～ ６月２７日   大 阪    ９０ 

      平成２６年 ９月１１日 ～ ９月１２日   東 京    ９５ 

（３）「産業医研修会」の開催 

      地方公共団体の産業医及び産業医資格を取得しようとする医師を対象に、資質の向

上を図るための研修会を東京都医師会との共催で実施した。なお、参加者には、日本

医師会認定産業医制度における研修５単位が付与された。 

   開催日                  開催地   参加人員（人） 

      平成２７年 ２月 ５日          東 京   ２３７ 

２ 受託事業 

地方公務員災害補償基金の委託により、次の公務災害等に関する各種調査等を行った。 

（１）公務災害等発生状況の調査 

   公務上の死亡災害発生状況について調査・分析を行い、報告書を作成し、地方公共

団体等へ配付した。 

   ・報告書「公務上死亡災害の発生状況（平成２５年度認定分）」 

（２）公務災害防止優良事例の調査

   地方公共団体の公務災害防止対策の実態についてヒヤリング調査を実施し、実践の参考

になる優良事例を掘り起こし取りまとめた上で、インターネットで情報提供を行うととも

に、冊子を作成し、地方公共団体等へ配付した。

  ・冊子「公務災害防止の現場から ２０１４」 



（３）職場環境改善アドバイザーに係るアドバイス事例集の作成

   「職場環境改善アドバイザー派遣事業」により事業場等に派遣されたアドバイザー

から報告された安全・衛生診断におけるアドバイスを収集し、業種毎にデータベース

化を行うとともに、平成２６年度は保育事業について事例集として取りまとめ、地方

公共団体等に配付した。

  ・冊子「参考にしたい 職場環境改善アドバイザーアドバイス集 保育事業編」

（４）公務災害防止啓発映像教材の制作 

学校給食調理場における公務災害防止に資するため映像教材としてＤＶＤを制作し、

関係地方公共団体へ配付した。 

・ＤＶＤ「学校給食事業の公務災害 ゼロを目指して」 

３ その他 

（１）講師等の紹介 

      地方公共団体の依頼により、研修会の講師等を斡旋・紹介した。

（２）制作物の有償頒布等

   当協会で作成した安全衛生関連図書の有償頒布、映像教材の貸出を行った。 



【理事会及び評議員会の開催状況】 

理事会 評議員会 

※第８回 平成２６年４月３０日 

  決議事項 

  ・第６回評議員会（臨時）の開催 

 第９回 平成２６年６月５日 

  決議事項 

  ・平成２５年度事業報告 

・平成２５年度収支決算 

・公益目的支出計画実施報告書 

・平成２６年度定時評議員会の開催 

※第１０回 平成２６年９月１８日 

  決議事項 

・第８回評議員会（臨時）の開催 

※第１１回 平成２６年１２月２２日 

  決議事項 

  ・事務局長の選任 

第１２回 平成２７年３月２０日 

  決議事項 

・平成２７年度事業計画 

・平成２７年度収支予算 

※第６回 平成２６年５月１９日 

  決議事項 

  ・評議員の補欠選任 

 第７回 平成２６年６月２４日 

  決議事項 

・平成２５年度事業報告 

・平成２５年度収支決算 

・公益目的支出計画実施報告書 

※第８回 平成２６年９月３０日 

  決議事項 

・理事及び評議員の補欠選任 

  ※印はみなし決議によるもの 



平成２６年度研修会実績 

 [ 研修会名 ]                   [ 参加者数 （人）] 

（安全衛生基本研修） 

重大公務災害防止対策セミナー（８団体と共催）        ８２６ 

同 上  市町村研修支援コース（３７団体）     ３,７０３ 

  新任安全衛生担当者研修会（２箇所で実施）          ２２３ 

（専門研修） 

  メンタルヘルス・マネジメント実践研修会（２箇所で実施）  １６２ 

       同 上          （１６団体と共催） １,６６７ 

  安全管理研修会（２箇所で実施）              １５５ 

職場の衛生管理研修会（２箇所で実施）           １５６ 

職場巡視・安全衛生点検セミナー（２箇所で実施）      １８８ 

（職種別研修） 

  警察職員安全衛生セミナー（２箇所で実施）          ６２ 

  消防職員安全衛生研修会（５箇所で実施）          ５２０ 

  消防職員惨事ストレス研修会（６団体と共催）        ７５８ 

学校における安全衛生管理者研修会（１０団体と共催）   １,６１２ 

学校給食事業安全衛生管理セミナー              ３９ 

  病院等における災害防止対策研修会              ３８ 

  職域保健師研修会（２箇所で実施）              ５８ 

清掃事業安全衛生管理セミナー                ６２ 

（健康づくり支援事業） 

職域担当看護職研究会（４箇所で実施）            ２７７ 

（資格取得研修）                           

  衛生管理者受験講習会（６箇所で実施）           ５７７ 

  安全衛生推進者養成講習会（３箇所で実施）         ２８４ 

  産業医研修会                       ２３７ 

     計      １１３箇所・団体         １１,６０４ 



事業名 研修区分 研修会名 期間 開催地 会場名 参加者数

5月16日(金） 香川県 香川県庁ホール 204
6月6日(金） 相模原市 相模原市民会館　第１大会議室 61
6月20日(金） 茨城県 茨城県庁　講堂 124
7月8日(火） 鳥取県 とりぎん文化会館　第一会議室 99
7月16日(水） 石川県 石川県行政庁舎　1102会議室 46
7月24日(木） 新潟県 新潟県自治会館　講堂 142
8月8日(金） 愛媛県 愛媛県庁第一別館　11階会議室 80
10月17日(金） 福島県 杉妻会館「牡丹」 70

小計 8箇所 826
重大公務災害防止対策セミナー市町村研修支援コース 全国 37 団体 3,703

5月9日(金） 東京都 三田ＮＮホール 111
5月23日(金） 大阪府 新梅田研修センター 112

小計 2箇所 223
6月5日(木）～6日(金） 東京都 三田ＮＮホール 85
10月16日(木）～17日(金） 大阪府 新梅田研修センター 77

小計 2箇所 162
5月14日(水） 埼玉県 埼玉県県民健康センター　大会議室C 84
5月27日(火） 宮城県 宮城県庁講堂 114
6月3日(火） 奈良県 奈良県中小企業会館　大会議室 116
6月27日(金） 大阪府 大阪府庁舎新別館北館　多目的ホール 191
7月11日(金） 青森県 ラ・プラス青い森「メープル」 100
7月23日(水） 大阪府 おおさか市町村職員研修研究センター(マッセＯＳＡＫＡ）第2研修室 80
7月29日(火） 和歌山県 和歌山県自治会館　大会議室 145
8月29日(金） 岐阜県 岐阜県職員研修所　講堂 127
9月17日(水） 山形県 山形県自治会館　401会議室 71
10月24日(金） 兵庫県 兵庫県学校厚生会館　大会議室 52
10月29日(水） 北海道 かでる２・７(北海道立道民活動センター） 122
10月31日(金） 茨城県 市町村会館 大会議室 71
11月11日(火） 新潟市 新潟市役所本館 対策室1～3 98
11月14日(金） 沖縄県 沖縄県庁 講堂 119
11月21日(金） 福島県 郡山市労働福祉会館　大ホール 33
11月28日(金) 札幌市 札幌市役所本庁舎 1～4号会議室 144

小計 16箇所 1,667
7月25日(金） 東京都 三田ＮＮホール 53
10月3日(金） 大阪府 新梅田研修センター 102

小計 2箇所 155
11月7日(金） 大阪府 新梅田研修センター 95
12月9日(火） 東京都 三田ＮＮホール 61

小計 2箇所 156
10月10日(金） 大阪府 新梅田研修センター 101
12月19日(金） 東京都 三田ＮＮホール 87

小計 2箇所 188
9月26日(金） 京都府 ホテルセントノーム京都 33
10月31日(金） 東京都 三田ＮＮホール 29

小計 2箇所 62
7月17日(木）～18日(金） 東京都 三田ＮＮホール 128
9月18日(木）～19日(金） 福岡県 ホテルレガロ福岡 122
10月23日(木）～24日(金） 大阪府 新梅田研修センター 113
12月11日(木）～12日(金） 大阪府 新梅田研修センター 100
平成27年1月22日(木）～23日(金） 東京都 三田ＮＮホール 57

小計 5箇所 520
7月1日(火） 岐阜県 長良川スポーツプラザ 101
7月18日(金） 宮城県 パレットおおさき 125
8月6日(水） 長野県 ホテル　ブエナビスタ 158
9月10日(水） 鹿児島県 鹿屋市役所 大会議室 112
9月26日(金） 青森県 岩木文化センター「あそべーる」 177
12月16日(火） 福島県 Ｊヴィレッジ　コンベンションホール 85

小計 6箇所 758
6月12日(木） 鳥取県 未来中心セミナールーム３ 77
6月17日(火） 静岡市 静岡市役所清水庁舎　ふれあいホール 132
8月5日(火） 京都府 京都府中小企業会館 62
8月7日(木） 三重県 三重県合同ビル　G301会議室 65
8月19日(火） 宮崎県 新富町文化会館　大ホール 429
8月22日(金） 新潟市 江南区文化会館　音楽演劇大ホール 154
8月26日(火） 埼玉県 さいたま市民会館うらわ 245
9月11日(木） 沖縄県 沖縄県庁　講堂 75
10月29日(水） 千葉県 千葉県総合教育センター　大ホール 194
平成27年1月7日(水） 川崎市 川崎市立橘高等学校　マルチホール 179

小計 10箇所 1,612
学校給食事業安全衛生管理セミナー 8月1日(金） 東京都 三田ＮＮホール 39
病院等における災害防止対策研修会 10月28日(火） 東京都 三田ＮＮホール 38

11月14日(金） 大阪府 新梅田研修センター 21
11月28日(金） 東京都 大手町ファーストスクエア 37

小計 2箇所 58
清掃事業安全衛生管理セミナー 12月5日(金） 東京都 大手町ファーストスクエア 62

7月3日(木） 東京都 全国町村議員会館 50
平成27年1月29日(水） 東京都 全国町村議員会館 91
7月18日(金） 京都府 ホテルセントノーム京都 70
平成27年2月13日(金） 大阪府 新梅田研修センター 66

小計 4箇所 277
5月28日(水）～30日(金） 東京都 三田ＮＮホール 102
6月11日(水）～13日(金） 大阪府 新梅田研修センター 113
7月2日(水）～4日(金) 宮城県 TKPガーデンシティ仙台 34
7月9日(水）～11日(金) 愛知県 ダイテックサカエ 145
8月20日(水）～22日(金） 大阪府 新梅田研修センター 65
9月2日(火）～4日(木） 東京都 東京：三田ＮＮホール 118

小計 6箇所 577
6月17日(火）～18日(水） 東京都 三田ＮＮホール 99
6月26日(木）～27日(金） 大阪府 新梅田研修センター 90
9月11日(木）～12日(金） 東京都 三田ＮＮホール 95

小計 3箇所 284
産業医研修会 平成27年2月5日(木) 東京都 大手町サンケイプラザ 237
合計 113箇所・団体 11,604

合計 113箇所・団体 11,604人

学校における安全衛生管理者研修会
　　　　　　　　（共催）

職域保健師研修会
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衛生管理者受験講習会

安全衛生推進者養成講習会

平成２６年度研修会実績
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全
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重大公務災害防止対策セミナー
　　　　　（共催）

新任安全衛生担当者研修会
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門

研

修

メンタルヘルスマネジメント実践研修会
                 （主催）

　　メンタルヘルスマネジメント実践研修会
　　　　　　　　　　（共催）

   安全管理研修会

職場の衛生管理研修会

職場巡視・安全衛生点検セミナー
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修
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警察職員安全衛生ｾﾐﾅｰ

消防職員安全衛生研修会

消防職員惨事ストレス研修会
　　　　　　　（共催）

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会
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