
 
 

令和２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２年度におい

て、下記の事業を行った。なお、新型コロナウイルスの影響により、一部の事業について

は中止になった。 
 
【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(令和元年度認定分)」 

・「公務災害の現況 要約版（令和元年度認定分）」 

 
（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「高年齢労働者の安全対策」 

健康関係「コミュニケーション活性化による風通しのよい職場づくり」 

「依存症からの脱却をめざして」  

 
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２年 ６月 ４日           山梨県     中止 

     令和２年 ６月１０日           熊本市     中止 

令和２年 ６月１６日           茨城県     中止 

     令和２年 ６月２６日           鳥取県     中止 

    令和２年 ６月３０日           香川県     中止 

令和２年 ７月１４日           沖縄県     ５８ 

     令和２年 ９月 ８日           大阪市     中止 

     令和２年 ９月３０日           千葉市    １０７ 

          計             ８団体    １６５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１６団体（参加者１,１９８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２年 ５月 ８日           東 京     中止 

   令和２年 ５月１５日           大 阪     中止 

 

［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２年 ６月１１日～１２日       東 京     中止 

   令和２年１０月 ８日～ ９日       大 阪     ５０ 

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

     令和２年 ５月１５日           山形県     中止 

    令和２年 ５月１８日           埼玉県     中止 

令和２年 ５月２８日            埼玉県     中止 

     令和２年 ５月２９日           宮城県     中止 

    令和２年 ７月 １日           鹿児島県    ８６ 

令和２年 ７月１７日           青森県     ７９ 

     令和２年 ７月３０日           熊本県      中止 

   令和２年 ７月３１日           島根県    ２３１ 

    令和２年 ８月２５日           三重県     中止 

   令和２年 ８月２８日           秋田県     中止 

   令和２年 ９月 ４日           奈良県     中止 

令和２年１０月 ９日            兵庫県     ６１ 

     令和２年１０月１６日            茨城県     中止 

   令和２年１１月 ４日           福島県     ５９ 

     令和２年１１月１３日           北海道     中止 

令和２年１１月２０日          北九州市     ９０ 

令和３年 １月１４日           大阪府     中止 

       計               １７団体    ６０６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２年 ６月１９日           東 京     中止 

令和２年１２月 ４日           大 阪     ５３ 

 

（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２年１０月３０日            大 阪     ７４ 

      令和２年１２月１１日            東 京     ４４ 

 

（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２年１１月 ６日            大 阪     ７４ 

      令和２年１１月１３日            東 京     ５７ 

 

［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２年 ９月１８日           京 都     １８ 

   令和２年１０月 ２日           東 京     １１ 

 

（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２年 ７月２１日 ～ ７月２２日    東 京     ６２ 

      令和２年 ９月 ３日 ～ ９月 ４日    福 岡     ６９ 

   令和２年１０月１５日 ～１０月１６日   大 阪     ６６ 

令和２年１２月１７日 ～１２月１８日    大 阪     ５４ 

   令和３年 １月２１日 ～ １月２２日   東 京     ２２ 

    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２年 ７月 ７日           相模原市    中止 

      令和２年 ９月 ４日           愛媛県     中止 

   令和２年１１月 ６日           青森県     中止 

   令和２年１１月１３日           宮城県    １１３ 

   令和２年１１月２０日           新潟県     ７４ 

   令和２年１２月 ２日           山梨県     ６１ 

       計                ６団体    ２４８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２年 ５月１５日           広島県     中止 

   令和２年 ６月 １日           岐阜県     中止 

   令和２年 ６月２２日           沖縄県     中止 

   令和２年 ７月２２日           高知県     ３２ 

令和２年 ８月 ７日           栃木県     ９７ 

   令和２年 ９月１７日           浜松市     中止 

   令和２年 ９月２５日           長崎県     ７４ 

   令和２年１０月 ２日           愛知県    １７０ 

   令和２年１０月２３日           香川県    １１１ 

   令和３年 １月２２日           川崎市     中止 

       計               １０団体    ４８４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２年 ８月１７日            東 京      ６ 

 

（11）「病院等における安全衛生管理対策研修会」の開催 

      病院等の医療従事者を対象に、職場における危険や健康障害などの公務災害を防止

するために、安全衛生管理の実践的な活動について理解・習得することを目的に研修

会を開催した。 

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

      令和２年 ９月１０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）】 

令和２年１０月２３日           東 京     ３５ 

令和２年１１月２０日           大 阪     １６ 

 

（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２年 ９月２５日            東 京     １５ 

 
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、令和元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 一般定期健康診断等の実施状況に関する調査の実施  

       令和２年度の一般定期健康診断等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）】 

      令和２年 前期              東 京      中止 

      令和２年 前期              大 阪      中止 

令和３年 ２月１０日           東 京      ２９ 

令和３年 １月２９日           大 阪      中止 

       
（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）】 

大分県日田市               ３０（３６） 

宮城県伊具郡丸森町            ５９（４５） 

広島県                  ６８ 

※（ ）内は、個別面談を受けた人数で外数である。 

 

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１１４号（７月）職員の健康度を高め、働き方を変えるオフィス改革を進めよう 

      第１１５号（10月）徹底しよう！職場の感染症対策 新型コロナウイルス感染症の

拡大防止に向けて 

第１１６号（１月）レジリエンスを高めよう「折れない心」をつくるために 

第１１７号（４月）窓口業務改革を進めよう コロナ対策と職員の負担軽減、住民サ

ービスの質向上をめざして 

 

（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、１４団体１９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（１４団体） 

   都道府県    ２団体 

   市区町村   １０団体 

   一部事務組合等 ２団体 

イ  実施事業場（１９事業場）  



 
 

一般事務職場（３）、清掃事業場（２）、上下水道（２）、保育園・幼稚園（３）、

学校給食調理（１）、試験研究機関（２）、消防（３）、その他（３） 

 

（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２年 ５月２０日 ～ ５月２２日     東 京     中止 

       令和２年 ６月 ３日 ～ ６月 ５日    大 阪     中止 

       令和２年 ７月 １日 ～ ７月 ３日     東 京     ７８ 

令和２年 ７月 ８日 ～ ７月１０日     愛 知    １０８ 

令和２年 ７月１５日 ～ ７月１７日    宮 城     ２７ 

令和２年 ８月 ５日 ～ ８月 ７日    大 阪     ７８ 

令和２年 ８月２６日 ～ ８月２８日    愛 知     ３２ 

 

（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２年 ５月２８日 ～ ５月２９日     東 京     中止 

       令和２年 ６月２５日 ～ ６月２６日     大 阪     ８０ 

       令和２年 ８月２０日 ～ ８月２１日     東 京     ７７ 

 

（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３年 ２月 ４日            東 京      １１５ 

 



 
 

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（令和元年度認定分）」 

 

（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２年度相談実績 電話、Eメール  ８６件 

             現地派遣      １件 

 

②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 

   令和元年度に実施した大規模災害の被災地方公共団体職員及び他の地方公共団体か

ら派遣され災害対応業務に従事した職員に対するヒアリング・アンケート調査結果及

び令和２年度に補完調査として実施した災害対応業務に従事した地方公務員のサポー

トを行った産業医・保健師へのヒアリング結果を基に災害時におけるメンタルヘルス

対策に関するマニュアルを作成し、地方公共団体等へ配付した。 

 

（３）公務災害防止啓発映像教材制作事業 

   地方公共団体におけるパワーハラスメントの現状や背景、管理監督者に求められる

対策等をとりまとめ、長期病休者の発生や自殺等の公務災害を未然に防止し、快適な

職場環境づくりに資する映像教材（ＤＶＤ）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２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48回 令和２年４月20日 

  決議事項 

  ・第29回評議員会（臨時）の開催 

 

※第49回 令和２年６月10日 

  決議事項 

  ・令和元年度事業報告 

・令和元年度収支決算 

・公益目的支出計画実施報告書 

・令和２年度定時評議員会の開催 

 

※第50回 令和２年９月18日 

  決議事項 

  ・第31回評議員会（臨時）の開催 

 

第51回 令和３年３月12日 

  決議事項 

・令和３年度事業計画 

・令和３年度収支予算 

・令和３年度における安全衛生推進事      

 業積立資産の取崩額 

  

 

 

※印はみなし決議によるもの 

                    

※第29回 令和２年５月18日 

  決議事項 

  ・評議員及び理事の補欠選任               

 

※第30回 令和２年６月25日 

  決議事項 

・令和元年度収支決算 

報告事項 

・令和元年度事業報告 

・公益目的支出計画実施報告書 

 

※第31回 令和２年10月14日 

  決議事項 

・評議員及び理事の補欠選任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２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）※うち６団体中止       １６５ 

同 上  市町村研修支援コース（１６団体）         １，１９８ 

  新任安全衛生担当者研修会（２箇所で実施）                 中止 

（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）         ５０ 

※うち１箇所中止   

       同 上          （１７団体と共催）        ６０６ 

※うち１１団体中止 

 安全管理研修会（２箇所で実施）        ※うち１箇所中止         ５３ 

職場の衛生管理研修会（２箇所で実施）                 １１８ 

職場巡視・安全衛生点検セミナー（２箇所で実施）            １３１ 

（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）             ２９ 

  消防職員安全衛生管理研修会（５箇所で実施）              ２７３ 

  消防職員惨事ストレス研修会（６団体と共催） ※うち３団体中止            ２４８ 

学校における安全衛生管理者研修会（１０団体と共催）※うち５団体中止  ４８４ 

学校給食事業安全衛生管理セミナー                     ６ 

  病院等における安全衛生管理対策研修会                  ３８ 

  職域保健師研修会（２箇所で実施）                    ５１ 

清掃事業安全衛生管理セミナー                      １５ 

（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）   ※うち３箇所中止                ２９ 

（資格取得研修）                           

  衛生管理者受験講習会（７箇所で実施）   ※うち２箇所中止             ３２３ 

  安全衛生推進者養成講習会（３箇所で実施） ※うち１箇所中止         １５７ 

  産業医研修会                             １１５ 

     計       ５９箇所・団体               ４，０８９ 

（主催２７箇所、共催１６団体、市町村支援１６団体） 

 

【参考】研修会の過去５年間の推移 

 28 年度 29 年度 30 年度 R 元年度 R2 年度 

箇所・団体 120 116 117 116 59 

参加者数 12,712 11,221 11,912 12,734 4,089 



6月25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 4日（木） 山梨県 山梨県防災新館 ― 中止
 6月10日（水）  熊本市 熊本市役所 ― 中止
 6月16日（火） 茨城県 茨城県庁 ― 中止
 6月26日（金） 鳥取県 鳥取県庁 ― 中止
 6月30日（火） 香川県 香川県社会福祉総合センター ― 中止
 7月14日（火） 沖縄県 沖縄県庁 ― 58
 9月 8日（火） 大阪市 大阪市職員人材開発センター ― 中止
 9月30日（水） 千葉市 千葉市総合保健医療センター ― 107

小計 8箇所 ― 165
 5月 8日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 中止
 5月15日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 中止

小計 2箇所 168 0
 6月11日（木）～12日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 中止

10月 8日（木）～ 9日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 50
小計 2箇所 168 50

 5月15日（金） 山形県 山形県村山総合支所 ― 中止
 5月18日（月） 埼玉県 埼玉県県民健康センター ― 中止
 5月28日（木） 埼玉県 さいたま共済会館 ― 中止
 5月29日（金） 宮城県 TKPガーデンシティ仙台 ― 中止
 7月 1日（水） 鹿児島県 鹿児島県庁 ― 86
 7月17日（金） 青森県 青森県庁 ― 79
 7月30日（木） 熊本県 熊本県庁 ― 中止
 7月31日（金） 島根県 島根県庁 ― 231
 8月25日（火） 三重県 三重県庁 ― 中止
 8月28日（金） 秋田県 秋田県庁 ― 中止
 9月 4日（金） 奈良県 奈良県文化会館 ― 中止
10月 9日（金） 兵庫県 ひょうご共済会館 ― 61
10月16日（金） 茨城県 茨城県庁 ― 中止
11月 4日（水） 福島県 郡山市労働福祉会館 ― 59
11月13日（金） 北海道 北海道立道民活動センター ― 中止
11月20日（金） 北九州市 北九州市役所 ― 90
令和3年1月14日（木） 大阪府 大阪府新別館 ― 中止

小計 17箇所 ― 606
 6月19日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 中止
12月 4日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 53

小計 2箇所 168 53
10月30日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 74
12月11日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 44

小計 2箇所 168 118
11月 6日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 74
11月13日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 57

小計 2箇所 168 131
 9月18日（金） 京都府 ホテルセントノーム京都 33 18
10月 2日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 11

小計 2箇所 83 29
 7月21日（火）～22日（水） 東京都 三田ＮＮホール 88 62
 9月 3日（木）～ 4日（金） 福岡県 TKPガーデンシティ博多新幹線口 80 69
10月15日（木）～16日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 66
12月17日（木）～18日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 54
令和3年1月21日（木）～22日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 22

小計 5箇所 416 273
 7月 7日（火） 相模原市 相模原市消防局 ― 中止
 9月 4日（金） 愛媛県 東京第一ホテル松山 ― 中止
11月 6日（金） 青森県 ラ・プラス青い森 ― 中止
11月13日（金） 宮城県 ホテルアイリス ― 113
11月20日（金） 新潟県 新潟市消防局 ― 74
12月 2日（水） 山梨県 山梨県消防学校 ― 61

小計 6箇所 ― 248
 5月15日（金） 広島県 広島YMCA国際文化センター ― 中止
 6月 1日（月） 岐阜県 不二羽島文化センター ― 中止
 6月22日 (月） 沖縄県 沖縄県庁 ― 中止

 7月22日（水） 高知県 高知会館 ― 32
 8月 7日（金） 栃木県 地方職員共済組合栃木県職員会館 ― 97
 9月17日（木） 浜松市 浜松市教育会館 ― 中止

 9月25日（金） 長崎県 長崎県庁 ― 74
10月 2日（金） 愛知県 愛知県総合教育センター ― 170
10月23日（金） 香川県 香川県教育センター ― 111
令和3年1月22日（金） 川崎市 川崎市役所第４庁舎 ― 中止

小計 10箇所 ― 484
学校給食事業安全衛生管理セミナー  8月17日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 6
病院等における安全衛生管理対策研修会  9月10日（木） 東京都 三田ＮＮホール 50 38

10月23日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 35
11月20日（金） 大阪府 TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前 30 16

小計 2箇所 80 51
清掃事業安全衛生管理セミナー  9月25日（金） 東京都 三田ＮＮホール 60 15

前期：開催中止 東京都 ― 中止

後期：令和3年2月10日(水） 東京都 ベルサール神保町（千代田区） 50 29
前期：開催中止 大阪府 ― 中止
後期：令和3年1月29日(金) 大阪府 グランフロント大阪（大阪市） 50 中止

小計 4箇所 100 29
 5月20日（水）～22日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 中止
 6月 3日（水）～ 5日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 中止
 7月 1日（水）～ 3日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 78
 7月 8日（水）～10日（金） 愛知県 名古屋サンスカイルーム 110 108
 7月15日（水）～17日（金） 宮城県 ガーデンシティPUREMIUM仙台西口 29 27
 8月 5日（水）～ 7日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 78
 8月26日（水）～28日（金） 愛知県 名古屋サンスカイルーム 40 32

小計 7箇所 515 323
5月28日（木）～5月29日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 中止
6月25日（木）～26日（金） 大阪府 新梅田研修センター 80 80
8月20日（木）～21日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 77

小計 3箇所 256 157
産業医研修会 令和3年2月4日（木） 東京都 大手町サンケイプラザ 125 115
合計 43箇所 ― 2,891

重大公務災害防止対策セミナー市町村研修支援コース 7月～2月 16箇所 ー 1,198

合計 59箇所・団体

職域保健師研修会

4,089人
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　　　　　（共催）
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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）
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消防職員安全衛生管理研修会

消防職員惨事ストレス研修会
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学校における安全衛生管理者研修会
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