
平成２７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２７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２６年度認定分)」

・「公務災害の現況 要約版（平成２６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

えた小冊子を作成し、受講者及び地方公共団体等へ配付した。

    ・小冊子 安全関係「屋外作業 安全ガイドブック」 

健康関係「がんと就労～自分らしく働き続けるために～」 

「職場で取り組む受動喫煙防止対策」 

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２７年 ６月１６日          岐阜県    １００ 

     平成２７年 ６月２５日          札幌市    １４５ 

平成２７年 ８月１８日          大阪市    １０５ 

     平成２７年 ８月１９日          三重県    １２０ 

    平成２７年 ９月 ９日          横浜市     ３８ 

平成２７年１０月 ２日          奈良県     ７４ 

     平成２７年１０月 ６日          福島県     ６４ 

    平成２７年１２月１１日          名古屋市   ２８８ 

          計             ８団体    ９３４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３，７７９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２７年 ５月１５日          東 京    １２８ 

   平成２７年 ５月２２日          大 阪    １１８ 

［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ほか、メンタル

ヘルス対策の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（主催）】            【開催地】   【参加人員（人）】 

   平成２７年 ６月１８日～１９日      東 京     ６９ 

   平成２７年１０月１５日～１６日      大 阪     ７２ 

【開催日（共催）】            【開催地】   【参加人員（人）】 

     平成２７年 ５月２２日          熊本市    １９５ 

    平成２７年 ５月２９日          宮城県    １２６ 

平成２７年 ６月２３日           大阪府    １９６ 

     平成２７年 ７月 ７日          鹿児島県   ２９５ 

    平成２７年 ７月１０日          茨城県    １７６ 

平成２７年 ７月２８日           仙台市      ６７ 

     平成２７年 ７月３１日          大阪府      ８３ 

    平成２７年 ８月２７日          鳥取県    １２１ 

   平成２７年 ９月１５日          高知県    １３０ 

平成２７年１０月１４日           北海道     ９８ 

     平成２７年１０月２３日           静岡市     ９７ 

     平成２７年１０月２７日          滋賀県     ５４ 

平成２７年１１月 ６日          沖縄県    １１６ 

   平成２７年１１月１１日          相模原市    ５９ 

   平成２７年１１月２０日          千葉市     ６５ 

       計               １５団体  １，８７８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２７年 ７月３１日          東 京     ６１ 

平成２７年１０月 ２日          大 阪     ９２ 

（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２７年１１月２７日           大 阪    １０６ 

      平成２７年１２月１８日           東 京     ５０ 

（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２７年１０月３０日           東 京     ７８ 

      平成２７年１１月１３日           大 阪    １２２ 

［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２７年 ９月２５日          京 都     ２８ 

   平成２７年１１月２０日          東 京     ４０ 

（８）「消防職員安全衛生研修会」等の開催   

    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「消防

職員安全衛生研修会」を開催した。 

    【開催日】                【開催地】  【参加人員（人）】 

平成２７年 ７月１６日 ～ ７月１７日   東 京    １１６ 

      平成２７年 ９月１０日 ～ ９月１１日   福 岡    １２０ 

   平成２７年１０月 ８日 ～１０月 ９日  大 阪    １２４ 

平成２７年１２月 ３日 ～１２月 ４日   大 阪     ７７ 

   平成２８年 １月２１日 ～ １月２２日  東 京     ８１ 

    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２７年 ７月３０日          熊本県     ９４ 

      平成２７年 ８月 ７日          北海道     ９５ 

   平成２７年 ８月１９日          山口県    １２０ 

   平成２７年 ８月２８日          島根県     ７３ 

   平成２７年 ９月２９日          山梨県     ７１ 

   平成２７年１１月２５日          神奈川県    ６０ 

       計                ６団体    ５１３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２７年 ５月 ８日          広島県    １２５ 



   平成２７年 ６月３０日          福岡県    ２２３ 

   平成２７年 ７月２４日          山形県     ６２ 

   平成２７年 ８月 ４日          兵庫県    １５５ 

   平成２７年 ８月２５日          岡山県     ９５ 

   平成２７年 ９月１８日          新潟県    １２９ 

平成２７年１０月１６日          長野県    １４５ 

   平成２７年１１月１３日          長崎県     ８９ 

   平成２７年１１月１７日          香川県    １４２ 

   平成２８年 １月２０日          川崎市    １２１ 

       計               １０団体  １，２８６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２７年 ８月２１日           東 京     ４１ 

（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２７年 ７月２４日          東 京     ３５ 

（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２７年１０月２３日          大 阪     ２４ 

平成２７年１２月１１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２７年１１月 ６日           東 京     ５９ 

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

       各地方公共団体の健康管理施策に供するため、平成２６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、その結果を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 特殊健康診断の実施結果に関する調査の実施 

       平成２６年度の特殊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。

      ・「特殊健康診断の実施結果等に関する調査結果」

（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２７年 ７月２７日          東 京      ６０ 

平成２７年 ７月３０日          大 阪      ８９

      平成２８年 １月２０日          東 京      ８９

      平成２８年 ２月１８日          大 阪      ７４ 

（３）「地方公共団体におけるストレスチェック制度導入のための手引き」の作成 

   学識経験者及び地方公共団体職員等をメンバーとする検討委員会を設置（計４回開

催）して、労働安全衛生法の改正により義務化されたストレスチェック制度を地方公

共団体が導入するに当たって参考となる「手引き」を作成し、地方公共団体等へ配付

した。 

  ・平成２７年１０月 ５，０００部配布 

（４）「メンタルヘルス対策支援専門員派遣事業」の創設 

   大規模災害等の発生により職員の惨事ストレスの発生が危惧される地方公共団体等

からの要請に基づき、臨床心理士等の専門員を派遣し、個別面接や心の健康セミナー

等を行う専門員派遣事業を立ち上げた。 

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４回（７、１０、１、４月）発行 各回１９，０００部配付

   ［特集］ 

第９４号（７月）ヒヤリハット活動を活性化しよう

      第９５号（10月）義務化直前！ストレスチェック制度の運用の活用を考える 

第９６号（１月）上手に働き、ゆっくり休もう 

第９７号（４月）職場の交通安全対策を進めよう 

（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、４４団体７４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（４４団体） 

   都道府県    ５団体 

   政令指定都市  ６団体 

   市区町村   ２８団体 

   一部事務組合等 ５団体 

イ 実施事業場（７４事業場） 

一般事務職場（１３）、清掃事業場（１３）消防署（１１）、保育・幼稚園

事業場（１１）、上下水道事業場（８）、給食調理事業場（７）、 



その他（１１） 

（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２７年 ５月２７日 ～ ５月２９日    東 京    １１０ 

       平成２７年 ６月１０日 ～ ６月１２日   大 阪    １１５ 

       平成２７年 ７月 １日 ～ ７月 ３日    宮 城     ２７ 

平成２７年 ７月 ８日 ～ ７月１０日    愛 知    １３４ 

平成２７年 ８月 ５日 ～ ８月 ７日   大 阪     ７６ 

平成２７年 ８月２６日 ～ ８月２８日   東 京    １２１ 

（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２７年 ６月 ４日 ～ ６月 ５日    東 京     ９８ 

       平成２７年 ６月２５日 ～ ６月２６日    大 阪     ９７ 

       平成２７年 ９月 ２日 ～ ９月 ３日    東 京    １００ 

（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２８年 ２月 ４日           東 京     ２３２ 

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２６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 ２０１５」 



（３）危険予知トレーニング用教材の作成

   公務災害の発生が多い業種について、職場環境改善アドバイザー派遣事業における

指摘事項等を基に、イラスト等を用い危険予知トレーニング用教材（清掃事業編）を

作成し、地方公共団体等へ配付した。

  ・冊子「ＫＹＴ はじめの一歩 清掃事業編」

（４）公務災害防止啓発映像教材の制作 

保育現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

地方公共団体等へ配付した。 

・ＤＶＤ「保育事業の公務災害 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13回 平成27年５月７日 

  決議事項 

  ・第９回評議員会（臨時）の開催 

 第14回 平成27年６月３日 

  決議事項 

  ・平成26年度事業報告 

・平成26年度収支決算 

・公益目的支出計画実施報告書 

・平成27年度定時評議員会の開催 

※第15回 平成27年６月19日 

  決議事項 

・理事長の選定 

※第16回 平成27年７月15日 

  決議事項 

  ・顧問の選任 

※第17回 平成27年10月19日 

  決議事項 

  ・第11回評議員会（臨時）の開催 

※第18回 平成28年１月27日 

決議事項 

  ・第12回評議員会（臨時）の開催 

第19回 平成28年３月17日 

  決議事項 

・平成28年度事業計画 

・平成28年度収支予算 

・一般財団法人地方公務員安全衛生推進

協会給与規程の一部を改正する規程

（案） 

・一般財団法人地方公務員安全衛生推

進協会特定個人情報等取扱規程（案） 

※第９回 平成27年５月18日 

  決議事項 

  ・評議員の補欠選任 

 第10回 平成27年６月19日 

  決議事項 

・平成26年度事業報告 

・平成26年度収支決算 

・公益目的支出計画実施報告書 

※第11回 平成27年11月16日 

  決議事項 

・評議員の補欠選任 

※第12回 平成28年２月４日 

  決議事項 

・理事の補欠選任 

  ※印はみなし決議によるもの 



平成２７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）        ９３４ 

同 上  市町村研修支援コース（３７団体）     ３,７７９ 

  新任安全衛生担当者研修会（２箇所で実施）          ２４６ 

（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）  １４１ 

       同 上          （１５団体と共催） １,８７８ 

 安全管理研修会（２箇所で実施）              １５３ 

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）      ２００ 

（職種別研修） 

  警察職員安全衛生セミナー（２箇所で実施）          ６８ 

  消防職員安全衛生研修会（５箇所で実施）          ５１８ 

  消防職員惨事ストレス研修会（６団体と共催）        ５１３ 

学校における安全衛生管理者研修会（１０団体と共催）   １,２８６ 

学校給食事業安全衛生管理セミナー              ４１ 

  病院等における災害防止対策研修会              ３５ 

  職域保健師研修会（２箇所で実施）              ６１ 

清掃事業安全衛生管理セミナー                ５９ 

（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）            ３１２ 

（資格取得研修）                           

  衛生管理者受験講習会（６箇所で実施）           ５８３ 

  安全衛生推進者養成講習会（３箇所で実施）         ２９５ 

  産業医研修会                       ２３２ 

     計      １１２箇所・団体         １１,４９０ 

【参考】 

 ※平成３年度～２７年度における研修会参加者数計   １６７，７６１人 



事業名 研修区分 研修会名 期間 開催地 会場名 参加者数

6月16日(火） 岐阜県 岐阜県職員研修所　講堂 100
6月25日(木） 札幌市 札幌市役所本庁舎１２階１～５号会議室 145
8月18日(火） 大阪市 大阪市職員人材開発センター 105
8月19日(水） 三重県 三重県庁　講堂１階 120
9月 9日(水） 横浜市 横浜市研修センター401,402,403 38
10月2日(金） 奈良県 奈良県文化会館　小ホール 74
10月6日(火） 福島県 杉妻会館　４階「牡丹」 64
12月11日(金） 名古屋市 名古屋市中区役所ホール 288

小計 8箇所 934
5月15日(金） 東京都 三田ＮＮホール 128
5月22日(金） 大阪府 新梅田研修センター 118

小計 2箇所 246
6月18日(木）～19日(金） 東京都 三田ＮＮホール 69
10月15日(木）～16日(金） 大阪府 新梅田研修センター 72

小計 2箇所 141
5月22日(金） 熊本市 熊本市国際交流会館　6・7Fホール 195
5月29日(金） 宮城県 宮城県庁　講堂 126
6月23日(火） 大阪府 大阪府新別館北館　４階多目的ホール 196
7月 7日(火） 鹿児島県 鹿児島県庁　２階　講堂 295
7月10日(金） 茨城県 茨城県庁　９階講堂 176
7月17日(金） 徳島県 徳島県庁本庁舎　11階講堂 中止
7月28日(火） 仙台市 TKPガーデンシティ仙台勾当台　3階ホール 67
7月31日(金） 大阪府 おおさか市町村職員研修研究センター 83
8月27日(木） 鳥取県 とりぎん文化会館　第一会議室 121
9月15日(火） 高知県 高知城ホール　４階多目的ホール 130
10月14日(水） 北海道 かでる2･7(北海道立道民活動センター）大会議室 98
10月23日(金） 静岡市 Ｂ-nest（ビネスト）静岡市産学交流センター 97
10月27日(火） 滋賀県 滋賀県庁東館　７階大会議室 54
11月6日(金） 沖縄県 沖縄県庁　４階講堂 116
11月11日(水） 相模原市 相模原市職員研修所　大研修室 59
11月20日(金) 千葉市 千葉市総合医療センター　５階大会議室 65

小計 15箇所 1,878
7月31日(金） 東京都 三田ＮＮホール 61
10月2日(金） 大阪府 新梅田研修センター 92

小計 2箇所 153
11月27日(金） 大阪府 新梅田研修センター 106
12月18日(金） 東京都 三田ＮＮホール 50

小計 2箇所 156
10月30日(金） 東京都 三田ＮＮホール 78
11月13日(金） 大阪府 新梅田研修センター 122

小計 2箇所 200
9月25日(金） 京都府 ホテルセントノーム京都 28
11月20日(金） 東京都 TKP東京駅前カンファレンスセンター 40

小計 2箇所 68
7月16日(木）～17日(金） 東京都 三田ＮＮホール 116
9月10日(木）～11日(金） 福岡県 ホテルレガロ福岡 120
10月8日(木）～9日(金） 大阪府 新梅田研修センター 124
12月3日(木）～4日(金） 大阪府 新梅田研修センター 77
平成28年1月21日(木）～22日(金） 東京都 三田ＮＮホール 81

小計 5箇所 518
7月30日(木） 熊本県 熊本市消防局　２階　防災センター視聴覚室 94
8月 7日(金） 北海道 ロイトン札幌　２階リージェントホール 95
8月19日(水） 山口県 山口県健康づくりセンター　第１研修室 120
8月28日(金） 島根県 松江市消防本部　５階会議室 73
9月29日(火） 山梨県 小瀬スポーツ公園内　武道館第１会議室 71
11月25日(水） 神奈川県 神奈川県総合防災センター・消防学校 60

小計 6箇所 513
5月 8日(金） 広島県 広島県庁本館６階　講堂 125
6月30日(火） 福岡県 福岡県吉塚合同庁舎　８０３号室 223
7月24日(金） 山形県 山形県教育センター　講堂 62
8月 4日(火） 兵庫県 兵庫県民会館　パルテホール 155
8月25日(火） 岡山県 岡山県立図書館　多目的ホール 95
9月18日(金） 新潟県 新潟県立教育センター 129
10月16日(金） 長野県 長野県総合教育センター　講堂 145
11月13日(金） 長崎県 ホテルセントヒル長崎 89
11月17日(火） 香川県 香川県教育センター 5階大研修室 142
平成28年1月20日(水） 川崎市 川崎市立橘高等学校　マルチホール 121

小計 10箇所 1,286
学校給食事業安全衛生管理セミナー 8月21日(金） 東京都 三田ＮＮホール 41
病院等における災害防止対策研修会 7月24日(金） 東京都 TKP東京駅前カンファレンスセンター 35

10月23日(金） 大阪府 新梅田研修センター 24
12月11日(金） 東京都 TKP東京駅前カンファレンスセンター 37

小計 2箇所 61
清掃事業安全衛生管理セミナー 11月6日(金） 東京都 三田ＮＮホール 59

前期　7月27日（月） 東京都 全国都市会館 60
後期　平成28年1月20日（水） 東京都 秋葉原UDX 89
前期　7月30日（木） 大阪府 新梅田研修センター 89
後期　平成28年2月18日（木） 大阪府 グランフロント大阪ナレッジキャピタル 74

小計 4箇所 312
5月27日(水）～29日(金） 東京都 三田ＮＮホール 110
6月10日(水）～12日(金） 大阪府 新梅田研修センター 115
7月1日(水）～3日(金) 宮城県 TKPガーデンシティ仙台 27
7月8日(水）～10日(金) 愛知県 ダイテックサカエ 134
8月5日(水）～7日(金） 大阪府 新梅田研修センター 76
8月26日(水）～28日(金） 東京都 東京：三田ＮＮホール 121

小計 6箇所 583
6月4日(木）～5日(金） 東京都 三田ＮＮホール 98
6月25日(木）～26日(金） 大阪府 新梅田研修センター 97
9月2日(水）～3日(木） 東京都 三田ＮＮホール 100

小計 3箇所 295
産業医研修会 平成28年2月4日(木) 東京都 大手町サンケイプラザ 232
合計 75箇所 7,711

重大公務災害防止対策セミナー市町村研修支援コース ４月～３月 全国 37 団体 3,779

合計 112箇所・団体 11,490人

平成２7年度研修会実績
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