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平成３１年度事業計画 
 

Ⅰ 事業運営方針 
 

  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こととしている。 

 特に、地方公共団体のメンタルヘルス対策を支援するため、「メンタルヘルスマネジメ

ント実践研修会」の開催や「メンタルヘルス対策支援専門員派遣事業」を引き続き実施

するとともに、平成３１年度においては、「メンタルヘルス対策サポート推進事業」とし

て、相談窓口業務のほか、新たに大規模災害等の被災地の職員や派遣される職員に対す

るメンタルヘルス対策に資するための調査研究を行うこととしている。 

 

Ⅱ 事業計画 
 

【公益目的支出計画実施事業】 

 

１ ノウハウ開発提供事業 

 

（１）公務災害発生状況の分析 

   公務災害の発生状況を分析し公務災害防止に資するため、「公務災害の現況」及びそ

の要約版を作成し、配付する。                                    

 

（２）研修会用教材の作成・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、昨今の社会・経済

情勢等に基づき特に重要性や緊急性の高い事項を題材としたテキスト等を作成し、研

修会等で使用・配付する。 

 

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 

 ア 死亡事故を含む重大な公務災害の防止に資するため、各都道府県・政令市等の安全

衛生管理担当者、管理監督者等を対象に、安全衛生管理の基本である事業者責任・安

全配慮義務、メンタルヘルス対策等について講義・実習等を中心とした研修会を行う。 

 イ 市町村職員の安全衛生教育を着実に進めるため、市町村等が実施する安全衛生研修

会等に講師を派遣する等の研修支援を行う。 

 

（２）新任安全衛生担当者研修会                    

新たに安全衛生担当者となった職員を対象に、安全衛生管理や安全衛生活動の基礎

を習得するための研修会を行う。 
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［専門研修］ 

（３）メンタルヘルスマネジメント実践研修会        

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、ストレ

スチェック制度及び職場の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

画策定の方法、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研修会

を行う。 

 

（４）安全管理研修会  

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衛生担当者等を対象に、安全管理に係る総合的な研

修会を行う。 

 

（５）職場の衛生管理研修会                      

衛生管理者、衛生推進者及び健康管理担当者等を対象に、メンタルヘルス、過重労

働対策など職場における衛生管理を進めるうえで必要となる研修会を行う。 

 

（６）職場巡視・安全衛生点検セミナー                

安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者等を対象に、職場巡視と安全衛生点検

の効果的な進め方の習得及びリスクアセスメントに必要な安全衛生状態の判断力を養

うためのセミナーを行う。 

 

［職種別研修］ 

（７）警察職員安全衛生管理セミナー                    

警察本部の安全衛生担当者等を対象に、警察職員の安全衛生管理等の対策について

セミナーを行う。 

 

（８）消防職員安全衛生管理研修会 

 ア 消防本部等の安全衛生担当者等を対象に、実践面からみた消防職員の安全及び健康

管理の推進を図るため、情報交換を交えた研修会を行う。 

イ 消防職員を対象に、惨事ストレス対策を中心とした研修会を行う。 

 

（９）学校における安全衛生管理者研修会 

   学校長、教頭等の学校における安全衛生管理者を対象に、学校現場の安全衛生活動

の知識を習得するための研修会を行う。 

 

（10）学校給食事業安全衛生管理セミナー  

学校給食事業の安全管理者等を対象に、実践的な演習を通じて給食調理場での安全

衛生管理活動の推進を目的としたセミナーを行う。 

 

（11）病院等における災害防止対策研修会               

病院等の医療従事者を対象に、危険や健康障害を回避するための安全衛生管理活動

全般についての研修会を行う。 
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（12）職域保健師研修会 

職域担当の保健師等を対象に、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行う。 

 

（13）清掃事業安全衛生管理セミナー                  

清掃事業部局の安全管理者等を対象に、清掃事業の安全衛生管理活動の推進を目的

としたセミナーを行う。 

 

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 

地方公共団体における健康管理施策に資するため、地方公務員の健康状況等及び健

康管理事業の実施状況等を全国調査し、「地方公務員健康状況等の現況」等として地方

公共団体に配付する。 

 

（２）職域担当看護職研究会 

職域担当の看護職を対象に、職務上の諸課題の解決策等の研究・討議、情報交換を

行う。 

 

（３）メンタルヘルス対策支援専門員派遣事業 

大規模災害等が発生し職員の惨事ストレスが危惧される等の地方公共団体に対し、

その要請に基づき専門員を派遣し、職員の惨事ストレス対策等メンタルヘルス対策の

支援を行う。 

 

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 

安全衛生に関する情報を幅広く提供するため、広報誌「地方公務員 安全と健康フ

ォーラム」を年４回発行し、地方公共団体及び関係団体に配付する。                      

 

（２）職場環境改善アドバイザー派遣事業 

   地方公共団体の各事業場に安全衛生に関する専門家を派遣して職場環境の改善点や

改善手法のアドバイス等を行う。 

 

（３）ホームページの運用 

ホームページの内容を充実し、地方公務員向けの安全衛生に関する情報を幅広く提

供する。 

 

 

【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 
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   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

行う。      

 

（２）安全衛生推進者養成講習会                   

安全衛生推進者の資格を付与するための講習会を行う。 

 

（３）産業医研修会 

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

研修会を行う。 

 

２ 受託事業  

 

  地方公務員災害補償基金の委託により、次の調査等を実施する。 

 

（１）公務災害等発生状況調査 

地方公務員の公務災害の未然防止、特に死亡災害に対する注意喚起を図るために、

公務上の死亡災害発生状況について調査・分析を行う。 

 

（２）メンタルヘルス対策サポート推進事業 

  ①相談窓口設置・相談員派遣 

地方公共団体等のメンタルヘルス対策を支援するため、担当者向けの相談窓口を設

置し、メンタルヘルス対策のための体制づくりや計画策定のほか、ストレスチェック

制度の実施方法等も含めたメンタルヘルス対策全般について、専門の相談員によるア

ドバイス等を行う。また、相談内容等を踏まえ必要な場合には、専門の相談員を地方

公共団体に派遣する。 

  ②災害派遣時におけるメンタルヘルス対策調査研究 

有識者等による検討会を設置し、大規模災害等の被災地の職員や派遣された職員に

対するメンタルヘルス対策に資するための実態調査を実施する等の調査研究を行う。 

 

（３）公務災害防止啓発映像教材制作事業 

   消防職員については、災害対応等による惨事ストレス対策やパワーハラスメント等

のハラスメント対策が課題となっていることから、これらの対策等を踏まえて消防職

員の安全と健康を図り、快適な職場環境づくりに資する映像教材（ＤＶＤ）を制作し、

地方公共団体に配付する。 

 

３ その他 

 

（１）講師等の紹介  

地方公共団体の依頼により、研修会の講師等を紹介する。 

 

（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う。 



名　　称 対象者 期　日 開催地等 定員

 5月10日(金) 東京：三田ＮＮホール 100名

 5月17日(金) 大阪：新梅田研修センター 100名

公務災害防止対策セミナー
市町村研修支援

市町村職員

 6月28日(金) 東京：三田ＮＮホール 100名

12月 6日(金) 大阪：新梅田研修センター 100名

11月 1日(金) 大阪：新梅田研修センター 100名
12月13日(金) 東京：三田ＮＮホール 100名

11月 8日(金) 大阪：新梅田研修センター 100名

11月29日(金) 東京：三田ＮＮホール 100名

 6月13日(木)～14日(金) 東京：三田ＮＮホール 100名

10月10日(木)～11日(金) 大阪：新梅田研修センター 100名

 9月20日(金) 京都：ホテルセントノーム京都 50名

10月 4日(金) 東京：三田ＮＮホール 50名

 7月25日(木)～26日(金) 東京：三田ＮＮホール 130名

 9月 5日(木)～ 6日(金) 福岡：ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口130名

10月17日(木)～18日(金) 大阪：新梅田研修センター 130名

12月19日(木)～20日(金) 大阪：新梅田研修センター 130名

H32年1月23日(木)～24日(金) 東京：三田ＮＮホール 130名

学校給食事業安全衛生管理セミナー 学校給食事業の安全・衛生管理者、担当者  8月16日(金) 東京：三田ＮＮホール 50名

病院等における災害防止対策研修会 医療従事者等  9月13日(金) 東京：三田ＮＮホール 50名

10月25日(金) 東京：三田ＮＮホール 50名

11月15日(金) 大阪：TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨPREMIUM大阪駅前 50名

清掃事業安全衛生管理セミナー 清掃事業の安全・衛生管理者、担当者  9月27日(金) 東京：三田NNホール 60名

前期　7月頃(予定) 東京：未定 70名

後期　平成32年2月頃(予定) 東京：未定 70名

前期　7月頃(予定) 関西地区：未定 70名

後期　平成32年2月頃(予定) 関西地区：未定 70名

 5月22日(水)～24日(金) 東京：三田ＮＮホール 120名

 6月 5日(水)～ 7日(金) 大阪：新梅田研修センター 120名

 7月 3日(水)～ 5日(金) 仙台：TKP仙台カンファレンスセンター  60名

 7月10日(水)～12日(金) 名古屋：名古屋サンスカイルーム 150名

 7月31日(水)～8月2日(金) 東京：三田ＮＮホール 120名

 8月 7日(水)～ 9日(金) 名古屋：名古屋サンスカイルーム 70名

 8月28日(水)～8月30日(金) 大阪：新梅田研修センター 120名

 5月30日(木)～31日(金) 東京：三田ＮＮホール 100名

 6月20日(木)～21日(金) 大阪：新梅田研修センター 100名

 8月22日(木)～23日(金) 東京：三田ＮＮホール 100名

産業医研修会
　　　 地方公共団体  <2,000円>
　　　 その他　　　  <4,000円>

医師 平成32年 2月 6日(木) 東京：大手町サンケイプラザ 250名

メンタルヘルスマネジメント
実践研修会

人事・厚生担当者、健康管理担当者、
衛生管理者、保健師等

衛生管理者受験講習会
                     <3,000円>

衛生管理者試験の受験予定者

安全衛生推進者養成講習会
                     <3,000円>

メンタルヘルスマネジメント
実践研修会(共催)

人事・厚生担当者、健康管理担当者、
衛生管理者、保健師等

平成31年度　安全衛生研修会等開催

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

新任安全衛生担当者研修会 新規配属安全衛生担当者

公務災害防止対策セミナー
安全衛生担当者、安全管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者、
管理監督者

期日・会場については、共催する地方公共団体と協議の上決定す
る。全国8会場で開催予定。

安
全
衛
生
基
本
研
修

資
格
取
得
研
修

安全衛生推進者の資格を
取得しようとする者

　　　合計開催箇所　１０８箇所　(主催３７、共催４１、市町村支援３０)

消防職員(安全衛生担当者)

専
門
研
修

安全管理研修会 安全管理を担当する者

職場の衛生管理研修会

期日・会場については、共催する地方公共団体と協議の上決定す
る。
全国17会場で開催予定。

消防職員(安全衛生担当者)

消防職員惨事ストレス研修会

地方公共団体等が行う市町村職員向けの研修に講師費用等の支援を
行う。期日・会場については、支援対象となった地方公共団体にお
いて決定する。全国30会場で開催予定。

衛生管理者、安全衛生推進者、
健康管理担当者

職場巡視・安全衛生点検セミナー 安全衛生担当者、安全管理者、
衛生管理者等

期日・会場については、共催する地方公共団体と協議の上決定す
る。
全国6会場で開催予定。

学校における安全衛生管理者研修会 学校の教職員(安全衛生管理者)
期日・会場については、共催する地方公共団体と協議の上決定す
る。
全国10会場で開催予定。

健
康
づ
く
り

職員健康管理担当の看護師、保健師

職
種
別
研
修

警察職員安全衛生管理セミナー 警察職員(安全衛生担当者)

消防職員安全衛生管理研修会

職域保健師研修会 職員健康管理担当の保健師等

職域担当看護職研究会
(担当:企画課）

参 考


