
 
 

令和３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３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２年度認定分)」 

・「公務災害の現況 要約版（令和２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「新任安全衛生担当者のための手引き」 

健康関係「守ろう健康 はじめよう 歯の健康づくり」 

「管理監督者向けメンタルヘルス・マネジメントの手引き」  

 
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３年 ６月 ４日           山梨県    １４４ 

     令和３年 ６月１１日           大分県    １１７ 

令和３年 ６月２５日           香川県     中止 

     令和３年 ７月 ２日           鳥取県     中止 

    令和３年 ９月 ３日           熊本県     中止 

令和３年 ９月 ８日           福島県     中止 

     令和３年 ９月３０日           石川県     中止 

     令和３年１１月 ５日           滋賀県     中止 

          計             ８団体    ２６１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２９団体（参加者２,０９３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３年 ５月１４日           東 京     ７５ 

   令和３年 ５月２１日           大 阪     ６５ 

 

［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３年 ６月１７日～１８日       東 京     ６４ 

   令和３年１０月１４日～１５日       大 阪     ５１ 

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

     令和３年 ５月２１日           山形県     中止 

    令和３年 ５月２８日           宮城県    １４１ 

令和３年 ５月２８日            島根県     中止 

     令和３年 ７月 ２日           佐賀県     ３０ 

    令和３年 ７月１６日           福島県     ４３ 

令和３年 ７月１９日          鹿児島県     中止 

     令和３年 ７月３０日           熊本県      中止 

   令和３年 ８月１９日           埼玉県     中止 

    令和３年 ８月２３日           沖縄県     中止 

   令和３年 ９月 ３日           奈良県     中止 

   令和３年１０月 １日           兵庫県     中止 

令和３年１０月 ８日            青森県     中止 

     令和３年１１月 １日            岐阜県     ５８ 

   令和３年１１月１０日           千葉市     ８６ 

     令和３年１１月１５日           北海道     ８２ 

令和３年１１月１９日           宮崎県     ２８ 

令和４年 １月１９日           大阪府     ６０ 

       計               １７団体    ５２８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３年 ６月２５日           東 京     ２９ 

令和３年１２月 ３日           大 阪     ５２ 

 

（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３年１１月 ５日            大 阪     ７４ 

      令和３年１２月１０日            東 京     ４９ 

 

（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３年１１月１２日            東 京     ４８ 

      令和４年 １月１４日            大 阪     ７２ 

 

［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３年 ９月１７日           京 都     １０ 

   令和３年１０月 ８日           東 京     ２０ 

 

（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３年 ９月 ９日 ～ ９月１０日    福 岡     ２３ 

      令和３年 ９月２８日 ～ ９月２９日    東 京     ６６ 

   令和３年１０月２１日 ～１０月２２日   大 阪     ８２ 

令和３年１２月１６日 ～１２月１７日    大 阪     ８３ 

   令和４年 １月２０日 ～ １月２１日   東 京     ３２ 

    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３年 ６月 ４日           京都市     中止 

      令和３年 ６月２５日           堺 市    ２８７ 

   令和３年１０月２０日           香川県     中止 

   令和３年１１月１２日           青森県     ６８ 

   令和４年 １月１４日           愛媛県     中止 

   令和４年 １月２７日           宮城県     ５８ 

       計                ６団体    ４１３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３年 ５月１４日           広島県     中止 

   令和３年 ６月 ７日           岐阜県     中止 

   令和３年 ６月１５日           鳥取県     中止 

   令和３年 ７月１６日           沖縄県     中止 

令和３年 ８月 ５日           川崎市     中止 

   令和３年 ８月２０日           新潟県     中止 

   令和３年 ８月２７日           山口県     中止 

   令和３年 ９月１５日           山形県     中止 

   令和３年 ９月２４日           浜松市     中止 

   令和３年１０月 ４日           長野県     ６７ 

       計               １０団体      ６７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３年 ８月 ６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３年１０月 １日           東 京     ２１ 

 

（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３年１０月２９日           東 京     ３９ 

令和３年１１月２６日           大 阪     １８ 

 

（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３年１１月１９日            東 京     １３ 

 
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２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 特殊健康診断等の実施状況に関する調査の実施  

       令和２年度の特殊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。 

      ・「特殊健康診断の実施状況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３年 前期              東 京      中止 

      令和３年 前期              大 阪      中止 

令和４年 後期              東 京      中止 

令和４年 ２月２８日           大 阪       ９ 

       
（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）】 

宮城県石巻市               ６６（３０） 

熊本県人吉下球磨消防組合        １０２（１４） 

広島県坂町                ９０ 

※（ ）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１１８号（７月）熱中症対策を考える「暑すぎる夏」に職員の健康を守るために 

      第１１９号（10月）コロナ対応による疲弊から職員を守るために～支援のためのヒ

ントを探る～ 

第１２０号（１月）パワハラのない職場をめざす！～今、改めて考えたい、原因と

対策～ 

第１２１号（４月）メンタルヘルス不調、休職、離職を防ぐために 新人・若手職員

をどうサポートするか？ 

 

（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、２０団体３４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（２０団体） 

   都道府県    ３団体 

   市区町村   １４団体 

   一部事務組合等 ３団体 



 
 

イ  実施事業場（３４事業場）  

一般事務職場（８）、清掃事業場（３）、上下水道（３）、保育園・幼稚園（５）、

学校給食調理（２）、試験研究機関（１）、消防（５）、その他（７） 

 

（３）「公務災害防止対策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、６団体に対し、公務災害防止に関する専門家を派遣し、

専門的な見地から公務災害防止に関するアドバイスを行った。 

 

（４）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３年 ５月２６日 ～ ５月２８日     東 京     ７５ 

       令和３年 ６月 ９日 ～ ６月１１日    大 阪     ８４ 

       令和３年 ７月 ７日 ～ ７月 ９日     愛 知    １００ 

令和３年 ７月１４日 ～ ７月１６日     宮 城     ２６ 

令和３年 ７月２８日 ～ ７月３０日    大 阪     ７２ 

令和３年 ８月１８日 ～ ８月２０日    東 京     ７３ 

令和３年 ８月２５日 ～ ８月２７日    愛 知     ５８ 

 

（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３年 ６月 ３日 ～ ６月 ４日     東 京     ８７ 

       令和３年 ７月 １日 ～ ７月 ２日     大 阪     ８１ 

       令和３年 ９月 ２日 ～ ９月 ３日     東 京     ７０ 

 

（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４年 ２月１０日            東 京      １０７ 

 



 
 

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２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

員による電話又はメール等でのアドバイス等を行った。 

また、相談内容を踏まえ、必要とされる団体には、相談員を現地に派遣した。 

  ・令和３年度相談実績 電話、メール  ５３件 

             現地派遣     １件 

 

②被災地方公共団体におけるストレスチェック実施事例集作成 

   災害対応によりメンタルヘルス不調に陥る職員を最小限に抑えるため、災害発生直

後の災害ストレステストによる高ストレス者の把握、ストレスチェック後の面談率向

上のための取組や集団分析結果の有効活用方策など、被災地方公共団体のメンタルヘ

ルス対策の事例及び大規模災害時のメンタルヘルス対策を効果的に進めるポイントを

まとめ、地方公共団体等へ配付した。 

 

（３）地方公務員の総合的な労働安全衛生に関する調査研究事業 

  ①総合的なメンタルヘルス対策に関する研究会の設置 

   地方公共団体のメンタルヘルス対策に関する調査研究を行うため、総務省公務員部

と連携して研究会を設置し、全国アンケート調査の結果を踏まえ、メンタルヘルス対

策の取組の方向性やメンタルヘルス不調者に対する段階別対応のあり方、対策に当た

っての留意事項をとりまとめ、報告書として地方公共団体等に配付した。 

 

  ②地方公務員の安全衛生上の課題に関する総合的な調査研究事業 

   地方公務員の安全衛生に関する様々な課題と複合的な要因等について幅広く調査研

究を行うため、「地方公務員の安全衛生上の課題に関する調査研究委員会」を設置し、

公務災害防止や安全衛生推進方策等について検討を行った。 

 

（４）公務災害防止啓発映像教材制作事業 

   針刺し切創などの医療従事者の公務災害の現状や背景、対策等を取りまとめ、医療

従事者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）

を制作し、地方公共団体の病院等へ配付した。 

 

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３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52回 令和３年４月26日 

  決議事項 

  ・第32回評議員会（臨時）の開催 

 

第53回 令和３年６月10日 

  決議事項 

  ・令和２年度事業報告 

・令和２年度収支決算 

・公益目的支出計画実施報告書 

・令和３年度定時評議員会の開催 

 

※第54回 令和３年６月25日 

  決議事項 

  ・理事長の選定 

 

※第55回 令和３年８月11日 

  決議事項 

  ・第34回評議員会（臨時）の開催 

 

※第56回 令和３年８月30日 

  決議事項 

  ・顧問の選任 

 

※第57回 令和３年10月11日 

  決議事項 

  ・第35回評議員会（臨時）の開催 

 

第58回 令和４年３月25日 

  決議事項 

・令和４年度事業計画 

・令和４年度収支予算 

・令和４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32回 令和３年５月13日 

  決議事項 

  ・評議員の補欠選任               

 

第33回 令和３年６月25日 

  決議事項 

・令和２年度収支決算 

報告事項 

・令和２年度事業報告 

・公益目的支出計画実施報告書 

 

※第34回 令和３年８月23日 

  決議事項 

・評議員、理事及び監事の補欠選任 

 

※第35回 令和３年10月28日 

  決議事項 

・評議員の補欠選任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３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       ２６１ 

同 上  市町村研修支援コース（２９団体）         ２，０９３ 

  新任安全衛生担当者研修会（２箇所で実施）               １４０ 

（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）        １１５ 

       同 上          （１７団体と共催）        ５２８ 

※うち９団体中止 

 安全管理研修会（２箇所で実施）                         ８１ 

職場の衛生管理研修会（２箇所で実施）                 １２３ 

職場巡視・安全衛生点検セミナー（２箇所で実施）            １２０ 

（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）             ３０ 

  消防職員安全衛生管理研修会（５箇所で実施）              ２８６ 

  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            ４１３ 

学校における安全衛生管理者研修会（１０団体と共催）※うち９団体中止   ６７ 

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                  ２１ 

  職域保健師研修会（２箇所で実施）                    ５７ 

清掃事業安全衛生管理セミナー                      １３ 

（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                 ９ 

（資格取得研修）                           

  衛生管理者受験講習会（７箇所で実施）                        ４８８ 

  安全衛生推進者養成講習会（３箇所で実施）                  ２３８ 

  産業医研修会                             １０７ 

     計       ７７箇所・団体               ５，１９６ 

（主催３４箇所、共催１４団体、市町村支援２９団体） 

 

【参考】研修会の過去５年間の推移 

 29 年度 30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

箇所・団体 116 117 116 59 77 

参加者数 11,221 11,912 12,734 4,089 5,196 

 



３月１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(金） 山梨県 山梨県 防災新館 ― 144
　６月１１日（金） 大分県 大分県庁　 ― 117
　６月２５日（金） 香川県 レグザムホール ― 中止
　７月　２日（金） 鳥取県 鳥取県庁 ― 中止
　９月　３日(金） 熊本県 熊本市役所 ― 中止
　９月　８日（水） 福島県 杉妻会館　 ― 中止
　９月３０日（木） 石川県 石川県庁　 ― 中止
１１月　５日（金） 滋賀県 滋賀県庁　 ― 中止

小計 2箇所 ― 261
　５月１４日(金） 東京都 三田ＮＮホール 88 75
　５月２１日（金） 大阪府 新梅田研修センター 84 65

小計 2箇所 172 140
　６月１7日(木）～１8日(金） 東京都 三田ＮＮホール 88 64

１０月１４日(木）～１５日(金） 大阪府 新梅田研修センター 84 51

小計 2箇所 172 115
　５月２１日（金） 山形県 山形県建設会館 ― 中止
　５月２８日(金） 宮城県 宮城県行政庁舎 ― 141
　５月２８日（金） 島根県 島根県職員会館 ― 中止
　７月　２日(金） 佐賀県 佐賀県庁　 ― 30
　７月１６日（金） 福島県 郡山商工会議所 ― 43
　７月１９日（月） 鹿児島県 鹿児島県庁 ― 中止
　７月３０日(金） 熊本県 熊本県庁 ― 中止
　８月１９日（木） 埼玉県 さいたま共済会館 ― 中止
　８月２３日（月） 沖縄県 沖縄産業支援センター ― 中止
　９月　３日（金） 奈良県 奈良公園バスターミナル　レクチャーホール ― 中止
１０月　１日（金） 兵庫県 兵庫県立のじぎく会館 ― 中止
１０月　８日（金） 青森県 アップルパレス青森 ― 中止
１１月　１日（月） 岐阜県 OKBふれあい会館 ― 58
１１月１０日（水） 千葉市 千葉市役所 ― 86
１１月１５日（月） 北海道 北海道立道民活動センター ― 82
１１月１９日(金） 宮崎県 宮崎県庁 ― 28
令和４年 １月１９日(水） 大阪府 大阪府新別館 ― 60

小計 8箇所 ― 528
　６月２５日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 29
１２月　３日（金） 大阪府 新梅田研修センター 84 52

小計 2箇所 172 81
１１月　５日(金） 大阪府 新梅田研修センター 84 74
１２月１０日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 49

小計 2箇所 172 123
１１月１２日（金） 東京都 三田ＮＮホール 88 48
令和４年１月１４日(金） 大阪府 新梅田研修センター 84 72

小計 2箇所 172 120
　９月１７日(金） 京都府 ホテルセントノーム京都 30 10
１０月　８日(金） 東京都 三田ＮＮホール 50 20

小計 2箇所 80 30
　９月　９日(木）～１０日(金） 福岡県 ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口 72 23
　９月２８日(火）～２９日(水） 東京都 三田ＮＮホール 88 66
１０月２１日(木）～２２日(金） 大阪府 新梅田研修センター 84 82
１２月１６日(木）～１７日(金） 大阪府 新梅田研修センター 84 83
令和４年 １月２０日(木）～２１日(金） 東京都 三田ＮＮホール 88 32

小計 5箇所 416 286
　６月　４日（金） 京都市 京都市消防学校 ― 中止
　６月２５日（金） 堺市 堺市消防局 ― 287
１０月２０日（水） 香川県 サンポートホール高松 ― 中止
１１月１２日（金） 青森県 ホテル青森　あすなろの間 ― 68
令和４年 １月１４日(金） 愛媛県 にぎたつ会館 ― 中止
令和４年 １月２７日(木） 宮城県 仙台市消防局　講堂　 ― 58

小計 3箇所 ― 413
　５月１４日(金） 広島県 JMSアステールプラザ　 ― 中止
　６月　７日(月） 岐阜県 不二羽島文化センター ― 中止
　６月１５日(火） 鳥取県 倉吉未来中心（倉吉パークスクエア内） ― 中止
　７月１６日（金） 沖縄県 沖縄県空手会館 ― 中止
　８月　５日（木） 川崎市 川崎市役所 ― 中止
　８月２０日（金） 新潟県 新潟県自治会館　 ― 中止
　８月２７日（金） 山口県 山口県教育会館 ― 中止
　９月１５日（水） 山形県 山形県庁　 ― 中止
　９月２４日（金） 浜松市 浜松市教育会館 ― 中止
１０月　４日（月） 長野県 長野県総合教育センター　 ― 67

小計 1箇所 ― 67
学校給食事業安全衛生管理セミナー 　８月　６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 １０月　１日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 21

１０月２９日（金） 東京都 三田ＮＮホール 50 39
１１月２６日（金） 大阪府 ＴＫＰガーデンシティ東梅田 50 18

小計 2箇所 100 57
清掃事業安全衛生管理セミナー １１月１９日(金） 東京都 三田ＮＮホール 60 13

前期：７月頃（予定） 東京都 70 中止
後期：令和４年２月頃 東京都 70 中止
前期：７月頃（予定） 大阪府 70 中止
後期：令和４年２月２８日 大阪府 ナレッジキャピタルカンファレンスルーム（大阪市） 70 9

小計 1箇所 280 9
　５月２６日(水）～２８日(金） 東京都 三田ＮＮホール 77 75
　６月９日(水）～１１日(金） 大阪府 新梅田研修センター 84 84
　７月７日(水）～９日(金） 愛知県 名古屋サンスカイルーム 102 100
　７月１４日(水）～１６日(金） 宮城県 ＴＫＰ仙台西口ビジネスセンター 30 26
　７月２８日(水）～３０日(金） 大阪府 新梅田研修センター 84 72
　８月１８日(水）～２０日(金） 東京都 三田ＮＮホール 77 73
　８月２５日(木）～２７日(金） 愛知県 名古屋サンスカイルーム 102 58

小計 7箇所 556 488
　６月３日(木）～４日(金） 東京都 三田ＮＮホール 88 87
　７月１日(木）～２日(金） 大阪府 新梅田研修センター 84 81
　９月２日(木）～３日(金） 東京都 三田ＮＮホール 88 70

小計 3箇所 260 238
産業医研修会 令和４年 ２月１０日(木） 東京都 大手町サンケイプラザ 125 107
合計 48箇所 ― 3,103

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 29箇所 ー 2,093
 

合計 77箇所・団体

令和３年度研修会実績
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