
 
 

令和元年度事業報告 

 

 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、令和元年度におい

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、公務災害の発生状況について、特に公務災害の割

合が比較的高い職種については分析の上、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３０年度認定分)」 

・「公務災害の現況 要約版（平成３０年度認定分）」 

 
（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・情勢

等を踏まえた小冊子等を作成し、受講者及び地方公共団体等へ配付した。 

    ・小冊子 安全関係「公務災害を防ぐ！ ヒューマンエラー対策」 

健康関係「健診結果の見方・活かし方  

～健康づくりは食生活の見直しから～」 

「無自覚でもNO!ハラスメントの加害者・被害者にならないために」  

  ・テキスト改訂  「地方公共団体の安全衛生管理（第１１版）」 

「地方公共団体のための安全衛生推進者ハンドブック（第５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）】 

      令和元年 ６月 ５日           大分県    １１５ 

     令和元年 ６月２１日           愛知県    １３６ 

令和元年 ６月２７日           京都府    １５９ 

     令和元年 ７月２４日           長野県     ６７ 

    令和元年１０月１８日           滋賀県     ６９ 

令和元年１０月２８日           茨城県     ７３ 

     令和元年１１月２０日           岐阜県     ８２ 

          計             ７団体    ７０１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３９団体（参加者４,２６９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）】 

    令和元年 ５月１０日           東 京    １３９ 

   令和元年 ５月１７日           大 阪    １１９ 

 

［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）】 

   令和元年 ６月１３日～１４日       東 京     ９６ 

   令和元年１０月１０日～１１日       大 阪     ８５ 

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

     令和元年 ５月１０日           埼玉県     ７５ 

    令和元年 ５月１７日           山形県     ９４ 

令和元年 ５月２４日            香川県    １３６ 

     令和元年 ５月３１日           宮城県    １３５ 

    令和元年 ７月 ５日           茨城県    ２０１ 

令和元年 ７月 ９日           鹿児島県   ３３４ 

     令和元年 ７月１１日           和歌山県    １６４ 

   令和元年 ７月１９日           鳥取県    １２７ 

    令和元年 ７月２６日           島根県    １９１ 

   令和元年 ７月３１日           熊本県     ７５ 

   令和元年 ８月１６日           沖縄県     ８４ 

令和元年 ８月２７日            三重県    ２２２ 

     令和元年 ９月 ６日            高知道    １０８ 

   令和元年１１月１３日           北海道    １４３ 

     令和元年１１月２２日           福島県     ４８ 

令和２年 １月１６日           大阪府    １６１ 

令和２年 １月１７日           奈良県    １３１ 

       計               １７団体  ２，４２９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）】 

令和元年 ６月２８日           東 京    ５２ 

令和元年１２月 ６日           大 阪    ８９ 

 



 
 

（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）】 

      令和元年１１月 １日            大 阪     ８８ 

      令和元年１２月１３日            東 京     ４１ 

 

（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）】 

      令和元年１１月 ８日            大 阪     ７４ 

      令和元年１１月２９日            東 京     ５８ 

 

［職種別研修］ 

（７）「警察職員安全衛生管理セミナー」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）】 

   令和元年 ９月２０日           京 都     ３１ 

   令和元年１０月 ４日           東 京     ４８ 

 

（８）「消防職員安全衛生管理研修会」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

職員安全衛生管理研修会」を開催した。 

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

令和元年 ７月２５日 ～ ７月２６日    東 京    １１３ 

      令和元年 ９月 ５日 ～ ９月 ６日    福 岡    １１８ 

   令和元年１０月１７日 ～１０月１８日   大 阪    １０９ 

令和元年１２月１９日 ～１２月２０日    大 阪    １２６ 

   令和２年 １月２３日 ～ １月２４日   東 京     ９３ 

    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）】 

令和元年 ８月 ９日           富山県     ９７ 

      令和元年 ９月２７日           石川県    １３０ 

   令和元年１０月２８日           神奈川県    ７１ 

   令和元年１１月２９日           広島県     ７４ 

   令和元年１２月１３日           宮崎県     ８９ 

   令和２年 １月２４日           熊本県     ９４ 

       計                ６団体    ５５５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）】 

   令和元年 ６月１１日           福岡県    ２５６ 

   令和元年 ６月２０日           栃木県    １７４ 

   令和元年 ６月２５日           佐賀県    ２８３ 

   令和元年 ７月 ５日           山梨県     ７３ 

令和元年 ８月 １日           京都府     ８９ 

   令和元年 ８月 ８日           兵庫県    １５３ 

   令和元年 ８月２１日           群馬県    ３７６ 

   令和元年 ９月 ６日           埼玉県    １８４ 

   令和元年１０月 ４日           秋田県    １１９ 

   令和元年１１月１５日           徳島県     ６８ 

       計               １０団体   １,７７５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）】 

      令和元年 ８月１６日            東 京     ２４ 

 

（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）】 

      令和元年 ９月１３日           東 京     １１ 

 

（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）】 

令和元年１０月２５日           東 京     ４４ 

令和元年１１月１５日           大 阪     ４０ 

 

（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）】 

令和元年 ９月２７日            東 京     ３１ 

 
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資するため、平成３０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等に関する調査の実施  

       平成３０年度の特殊健康診断の実施結果等を全国調査し、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）】 

      令和元年 ７月１８日           東 京      ６９ 

      令和元年 ７月２９日           大 阪      ９０ 

令和２年 １月３０日           東 京      ６８ 

令和２年 ２月１４日           大 阪      ５２ 

       
（３）「メンタルヘルス対策支援専門員派遣事業」の実施 

   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、心の健康セミナー等の支援を

行った。 

【支援実施団体】            【参加人員（人）】 

愛媛県西予市                ７０ 

広島県三原市               １０６ 

広島県                   ５７ 

広島県坂町                １０２ 

 

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１１０号（７月）公務遂行中の交通事故ゼロを目指して 

      第１１１号（10月）大規模災害に備える 職員の安全と健康を守る「３つのポイン

ト」 

第１１２号（１月）長時間労働の削減に向けて 

第１１３号（４月）今、改めて見直す健診・保健指導のあり方 

 

（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、２７団体４６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（２７団体） 

   都道府県    ４団体 

   市区町村   ２１団体 

   一部事務組合等 ２団体 

イ  実施事業場（４６事業場）  



 
 

一般事務職場（８）、清掃事業場（３）、上下水道（４）、保育園・幼稚園（７）、

学校給食調理（５）、試験研究機関（３）、消防（１）、 

その他（１５） 

 

（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）】 

        令和元年 ５月２２日 ～ ５月２４日     東 京    １０１ 

       令和元年 ６月 ５日 ～ ６月 ７日    大 阪    １０２ 

       令和元年 ７月 ３日 ～ ７月 ５日     宮 城     ２８ 

令和元年 ７月１０日 ～ ７月１２日     愛 知    １４０ 

令和元年 ７月３１日 ～ ８月 ２日    東 京    １３８ 

令和元年 ８月 ７日 ～ ８月 ９日    愛 知     ２８ 

令和元年 ８月２８日 ～ ８月３０日    大 阪     ５５ 

 

（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）】 

       令和元年 ５月３０日 ～ ５月３１日     東 京     ９４ 

       令和元年 ６月２０日 ～ ６月２１日     大 阪     ９６ 

       令和元年 ８月２２日 ～ ８月２３日     東 京     ９８ 

 

（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）】 

        令和２年 ２月 ６日            東 京     ２１７ 

 



 
 

２ 受託事業 
 

地方公務員災害補償基金から委託を受け、公務災害等に関する下記の各種調査等を行

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３０年度認定分）」 

 

（２）メンタルヘルス対策サポート推進事業（相談窓口）の実施 

地方公共団体等のメンタルヘルス対策の担当者向け相談窓口を設置し、専門の相談

員による電話又はＥメールでのアドバイス等を行った。 

また、相談内容を踏まえ、必要な場合には、相談員を現地に派遣した。 

  ・令和元年度相談実績 電話、Eメール １０８件 

             現地派遣      １件 

 

（３）公務災害防止啓発映像教材制作事業 

   消防職員の安全と健康を確保し、公務災害を防止するため、消防現場における安全

衛生管理について、消防現場特有の災害(危険性)とその対策等を示すとともに、近年、

課題となっているメンタルヘルスに対する対応方法や精神事例を扱った映像教材（Ｄ

ＶＤ）を作成し、全国の各消防本部等へ配付した。 

 

（４）災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究事業 

   大規模災害の被災地で災害対応業務に従事した地方公共団体職員及び他の地方公共

団体から派遣された職員に対して、ヒアリング及びアンケート調査を実施し、職員の

メンタルヘルスの状況、メンタルヘルスに関して講じた対策内容等について調査分析

の上、メンタルヘルス対策に関する状況や課題を取りまとめた調査研究報告書を作成

し、地方公共団体等へ配付した。 

 

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。 

 

 

 

※（令和元年度事業報告の付属明細書について） 

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条に第３項に規定する 

事業報告の附属明細書として記載するべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」はな

いので附属明細書は作成しない。 



 
 

【理事会及び評議員会の開催状況】 

理事会 評議員会 

※第39回 平成31年４月９日 

  決議事項 

  ・第24回評議員会（臨時）の開催 

 

 第40回 令和元年６月６日 

  決議事項 

  ・平成30年度事業報告 

・平成30年度収支決算 

・公益目的支出計画実施報告書 

・令和元年度定時評議員会の開催 

・理事及び監事の候補者について 

 

※第41回 令和元年６月26日 

  決議事項 

  ・事務局長の選任について 

 

※第42回 令和元年６月27日 

  決議事項 

  ・代表理事の選定 

 

※第43回 令和元年７月19日 

  決議事項 

  ・顧問の選任 

 

※第44回 令和元年７月23日 

  決議事項 

  ・第26回評議員会（臨時）の開催 

 

※第45回 令和元年９月20日 

  決議事項 

  ・第27回評議員会（臨時）の開催 

 

※第46回 令和元年11月18日 

  決議事項 

  ・第28回評議員会（臨時）の開催 

 

第47回 令和２年３月５日 

  決議事項 

・令和２年度事業計画 

・令和２年度収支予算 

・令和２年度における安全衛生推進事      

 業積立資産の取崩額 

・職員給与規程の一部を改正する規程  

                    

※第24回 平成31年４月26日 

  決議事項 

  ・評議員、理事及び監事の補欠選任               

 

 第25回 令和元年６月27日 

  決議事項 

・平成30年度事業報告 

・平成30年度収支決算 

・理事及び監事の選任 

報告事項 

・公益目的支出計画実施報告書 

 

※第26回 令和元年７月30日 

  決議事項 

・評議員及び理事の補欠選任 

 

※第27回 令和元年10月16日 

  決議事項 

・評議員の補欠選任 

 

※第28回 令和元年12月５日 

  決議事項 

・評議員の補欠選任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

※印はみなし決議によるもの 



 

令和元年度研修会実績 

 

 [ 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（７団体と共催）       ７０１ 

同 上  市町村研修支援コース（３９団体）    ４，２６９ 

  新任安全衛生担当者研修会（２箇所で実施）         ２５８ 

（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）  １８１ 

       同 上          （１７団体と共催）２，４２９ 

 安全管理研修会（２箇所で実施）              １４１ 

職場の衛生管理研修会（２箇所で実施）           １２９ 

職場巡視・安全衛生点検セミナー（２箇所で実施）      １３２ 

（職種別研修） 

  警察職員安全衛生管理セミナー（２箇所で実施）        ７９ 

  消防職員安全衛生管理研修会（５箇所で実施）        ５５９ 

  消防職員惨事ストレス研修会（６団体と共催）        ５５５ 

学校における安全衛生管理者研修会（１０団体と共催）   １,７７５ 

学校給食事業安全衛生管理セミナー              ２４ 

  病院等における災害防止対策研修会              １１ 

  職域保健師研修会（２箇所で実施）              ８４ 

清掃事業安全衛生管理セミナー                ３１ 

（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）            ２７９ 

（資格取得研修）                           

  衛生管理者受験講習会（７箇所で実施）           ５９２ 

  安全衛生推進者養成講習会（３箇所で実施）         ２８８ 

  産業医研修会                       ２１７ 

     計      １１６箇所・団体        １２，７３４ 

（主催３７箇所、共催４０団体、市町村支援３９団体） 

 

【参考】研修会の過去５年間の推移 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 

箇所・団体 112 120 116 117 116 

参加者数 11,490 12,712 11,221 11,912 12,734 

 



6月29日 現在

事業名 研修区分 研修会名 期間 開催地 会場名 募集定員 参加者数
 6月 5日（水） 大分県 大分県庁新館14階大会議室 ― 115
 6月21日（金）  愛知県 名古屋市公会堂4階ホール ― 136
 6月27日（木） 京都府 ホテルセントノーム京都 ― 159
 7月24日（水） 長野県 長野県庁講堂 ― 67
 8月30日（金） 佐賀県 佐賀県庁新館11階大会議室 ― 0 大雨により中止

10月18日（金） 滋賀県 滋賀県庁新館7階大会議室 ― 69
10月28日（月） 茨城県 茨城県庁9階講堂 ― 73
11月20日（水） 岐阜県 岐阜県庁2階大会議室 ― 82

小計 7箇所 ― 701
 5月10日（金） 東京都 三田ＮＮホール 100 139
 5月17日（金） 大阪府 新梅田研修センター 100 119

小計 2箇所 200 258
 6月13日（木）～14日（金） 東京都 三田ＮＮホール 100 96
10月10日（木）～11日（金） 大阪府 新梅田研修センター 100 85

小計 2箇所 200 181
 5月10日（金） 埼玉県 さいたま共済会館 ― 75
 5月17日（金） 山形県 山形県建設会館大会議室 ― 94
 5月24日（金） 香川県 香川県社会福祉総合センター ― 136
 5月31日（金） 宮城県 宮城県庁行政庁舎2階講堂 ― 135
 7月 5日（金） 茨城県 茨城県庁9階講堂 ― 201
 7月 9日（火） 鹿児島県 鹿児島県庁2階講堂 ― 334
 7月11日（木） 和歌山県 和歌山県自治会館 ― 164
 7月19日（金） 鳥取県 とりぎん文化会館 ― 127
 7月26日（金） 島根県 島根県庁講堂 ― 191
 7月31日（水） 熊本県 熊本県庁地下大会議室 ― 75
 8月16日（金） 沖縄県 沖縄県自治研修所 ― 84
 8月27日（火） 三重県 三重県庁講堂 ― 222
 9月 6日（金） 高知県 高知城ホール ― 108
11月13日（水） 北海道 北海道立道民活動センター大会議室 ― 143
11月22日（金） 福島県 郡山市労働福祉会館 ― 48
令和2年1月16日（木） 大阪府 大阪府新別館北館多目的ホール ― 161
令和2年1月17日（金） 奈良県 奈良春日野国際フォーラム ― 131

小計 17箇所 ― 2,429
 6月28日（金） 東京都 三田ＮＮホール 100 52
12月6日（金） 大阪府 新梅田研修センター 100 89

小計 2箇所 200 141
11月1日（金） 大阪府 新梅田研修センター 100 88
12月13日（金） 東京都 三田ＮＮホール 100 41

小計 2箇所 200 129
11月8日（金） 大阪府 新梅田研修センター 100 74
11月29日（金） 東京都 三田ＮＮホール 100 58

小計 2箇所 200 132
 9月20日（金） 京都府 ホテルセントノーム京都 50 31
10月4日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 48

小計 2箇所 100 79
 7月25日（木）～26日（金） 東京都 三田ＮＮホール 130 113
 9月5日（木）～6日（金） 福岡県 TKPガーデンシティ博多新幹線口 130 118
10月17日（木）～18日（金） 大阪府 新梅田研修センター 130 109
12月19日（木）～20日（金） 大阪府 新梅田研修センター 130 126
令和2年1月23日（木）～24日（金） 東京都 三田ＮＮホール 130 93

小計 5箇所 650 559
 8月 9日（金） 富山県 富山市消防局講堂 ― 97
 9月27日（金） 石川県 金沢市消防局防災センター ― 130
10月28日（月） 神奈川県 神奈川県総合防災センター ― 71
11月29日（金） 広島県 まなびの館 ― 74
12月13日（金） 宮崎県 宮崎県農協会館 ― 89
令和2年1月24日（金） 熊本県 熊本市消防局広域防災センター ― 94

小計 6箇所 ― 555
 6月11日（火） 福岡県 福岡県吉塚合同庁舎 ― 256
 6月20日（木） 栃木県 とちぎ生きがいづくりセンター講堂 ― 174
 6月25日 (火） 佐賀県 佐賀県立美術館ホール ― 283
 7月 5日（金） 山梨県 山梨県立博物館 ― 73
 8月 1日（木） 京都府 京都府総合教育センター ― 89
 8月 8日（木） 兵庫県 兵庫県民会館 ― 153
 8月21日（水） 群馬県 群馬会館 ― 376
 9月 6日（金） 埼玉県 さいたま市民会館 ― 184
10月 4日（金） 秋田県 秋田県総合教育センター ― 119
11月15日（金） 徳島県 徳島県立総合教育センター ― 68

小計 10箇所 ― 1,775
学校給食事業安全衛生管理セミナー  8月16日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 24
病院等における災害防止対策研修会  9月13日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 11

10月25日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 44
11月15日（金） 大阪府 TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前 50 40

小計 2箇所 100 84
清掃事業安全衛生管理セミナー  9月27日（金） 東京都 三田ＮＮホール 60 31

前期：7月18日（木） 東京都 ＴＫＰ市ケ谷カンファレンスセンター（新宿区） 70 69
後期：令和2年1月30日(木） 東京都 全国町村議員会館（千代田区） 70 68
前期：7月29日 (月) 大阪府 グランフロント大阪（大阪市） 70 90
後期：令和2年2月14日(金) 大阪府 梅田スカイビル貸会議室（大阪市） 70 52

小計 4箇所 280 279
 5月22日（水）～24日（金） 東京都 三田ＮＮホール 120 101
 6月5日（水）～7日（金） 大阪府 新梅田研修センター 120 102
 7月3日（水）～5日（金） 宮城県 TKP仙台カンファレンスセンター 60 28
 7月10日（水）～12日（金） 愛知県 名古屋サンスカイルーム 150 140
 7月31日（水）～8月2日（金） 東京都 三田ＮＮホール 120 138
 8月7日（水）～9日（金） 愛知県 名古屋サンスカイルーム 70 28
 8月28日（水）～30日（金） 大阪府 新梅田研修センター 120 55

小計 7箇所 760 592
5月30日（木）～5月31日（金） 東京都 三田ＮＮホール 100 94 ※ 修了者

6月20日（木）～21日（金） 大阪府 新梅田研修センター 100 96 ※ 修了者 

8月22日（木）～23日（金） 東京都 三田ＮＮホール 100 98 ※ 修了者

小計 3箇所 300 288
産業医研修会 令和2年2月6日（木） 東京都 大手町サンケイプラザ 250 217
合計 77箇所 ― 8,465

重大公務災害防止対策セミナー市町村研修支援コース ６月～１月 39箇所 ー 4,269  

合計 116箇所・団体 12,734人
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