
業務研修会  

  

開催年月日 講師 内容  

2008/5/31 平成 20 年度第 2 回業務研

修会 
県内の労働災害発生状況  

新潟労働局労働基準部安全

衛生 
第 11 次労働災害防止計画（平成 20～24 年） 

関川美秋 F:¥ホームページ、新潟労働衛生コンサルタン

ト会¥jashcon15, 2009.09.24¥改訂版 労働

安全衛生コンサルタント会新潟支部ホームペ

ー ジ 、 2008¥jashcon-niigata-hp¥kensyukai 
2008.05.31..pdf 

 

2008/11/14 平成 20 年度第 2 回業務研

修会 
１．高齢者リスクアセスメント、  

新潟産業保健推進センター

相談員 
２．傾聴法  

金子美貴子 F:¥ホームページ、新潟労働衛生コンサルタン

ト会¥jashcon15, 2009.09.24¥改訂版 労働

安全衛生コンサルタント会新潟支部ホームペ

ージ、2008¥jashcon-niigata-hp¥2008.12.06. 
kensyukai2.pdf 

2009/12/5 平成 21 年度第 2 回業務研

修会 
労働衛生保護具の最新情報  

興研新潟営業所所長  

石川健彦 

2010/6/5 平成22年度第1回業務研修

会 
労災における使用者責任―民事責任を中心と

してー 
 

村山弁護士事務所 

村山六郎 配布文書：安全配慮義務  

2010/6/5 平成 22 年度第 1 回業務研

修会 
平成 22 年度の労働安全衛生施策について：  



新潟労働局労働基準部 新潟県内の労働災害発生状況、第 11 次労働災

害防止計画 
有賀康男  

2010/12/4 平成 22 年度第 3 回業務研

修会 
労働衛生における個人情報の取り扱い  

独協医大公衆衛生学教授 

武藤孝司  

2011/6/4 平成 23 年度第 1 回業務研

修会 
１．  平成 23 年度労働安全衛生施策、配布資

料：第 84 回全国安全週間 
 

 新潟労働局労働基準部  

支部会員 田村三樹夫 ２． 化学物質の爆発火災に係るリスクアセ

スメント CRA 評価表  

2012/6/5 
平成 24 年度第 1 回業務研

修会新潟労働局労働基準部 
島崎課長 

平成 24 年度の労働安全衛生施策 
 

2012/6/5 
平成 24 年度第 1 回業務研

修会 
支部会員 但田沆 

元方事業者の講ずべき措置等（安衛法 29-31
条等）  

2012/12/7 
平成 24 年度第 2 回業務研

修会 
支部会員 五十嵐俊彦 

メンタルヘルス対策 
 

2013/06/05 

平成 25 年度第 1 回業務研

修会 
新潟労働局労働基準部健康

安全課長 長谷川文雄 

配布資料：目次、  
県内労働災害発生状況、 
第１２次労働災害防止推進計画のポイント：

全国版、県内版、 
全国安全週間、 
食品加工用機械安全、 
鉄骨切断機安全、 
荷役作業の安全対策ガイドライン、 
受動喫煙防止対策支援事業。 

 

2013/06/05 
平成 25 年度第 1 回業務研

修会 
支部会員 豊島豊秀 

労働安全コンサルタント業務２０年間を顧み

て  



2013/12/06 

平成２５年度第２回業務研

修会 
支部会員 西村義孝 

放射性物質の安全な取扱いと健康管理につい

て 
目次 
内容：１，２，３，４，５，６，７，８，９ 
 

 

2014/06/05 
 

平成 26 年度第 1 回業務研

修会支部会員 鈴木武男 
平成 25 年度第三次産業支援事業総括：１．社

会福祉施設における腰痛対策と危険防止・見

える化（講義と事業所診断、厚労省）（研修会

風景） 
 

 

2014/06/05 
 

平成 26 年度第 1 回業務研

修会新潟労働局健康安全課

長 長谷川文雄 

平成 26 年度労働安全衛生施策(建設業を中心

として)、 
足場改正、 
総合的労災防止対策 
 

 

2014/06/05 平成 26 年度第 1 回業務研

修会、鈴木武男会員 
第 3 次産業支援事業の総括 

 

2014/12/06 平成 26 年度第 2 回業務研

修会、鈴木誠会員 
外国人技能実習生の労働災害、メンタルヘル

ス 
 

2015/06/03 

平成 27 年度第 1 回業務研

修会、鈴木誠会員（研修風

景１，２） 

新潟支部生涯研修登録、称号取得状況、 
足場の組立て等の業務に係る特別教育（平成

２７年７月１日施行）、 
新潟市町村工事評価点安全衛生対策上昇講座 

 

2015/06/03 

平成 27 年度第 1 回業務研

修会、吉岡健一労働局健康

安全課長（研修風景） 

頁 内容 
1 目次 
2 労災頻度 
4 2015 年度取り組み  
5 転倒対策 
7 交通事故対策 
8 熱中症対策 
11 足場対策 
20 受動喫煙対策 
22 優良企業公表制度 
23 ストレスチェック制度 
27 優良企業公表制度パンフ 

 



31 ストレスチェックパンフ 
33 安全週間パンフ 
35 機械安全パンフ 

 

2015/12/13 
 

内納大典（研修風景） 化学物質のリスクアセスメント 
 

 
橋本滋（研修風景） 本年度１２月施行のストレスチェックについ

て： 
導入前の準備 

 

 

吉岡健一新潟労働局労働基

準部健康安全課課長（研修

風景）（研修風景） 

年末年始における安全衛生行政の動向につい

て、 
新潟労働局作製「stop!転倒災害」ステッカー、

配布資料、 

 

2016/12/03 
第 2 回業務部

会研修会 

田村佳之 防毒マスクに関する知識（配布資料） 
 

2017 ／ 06 ／

30、第 1 回業

務部会研修会

新潟労働局労働基準部健康

安全課野田恭義 
安全衛生行政の動向、 
墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあ

り方に関する検討会報告書概要、 
Stop 熱中症クールワークキャンペーン、 
働き方改革実行計画に基づく事業場における

治療と職業生活の両立支援について、 
職場の健康づくりを応援します、平成 29 年度

産業保健関係助成金の案内、 
第 90 回全国安全週間実施要綱、 
配布資料 

 

2018/06/26、
第１回業務部

会研修会 

新潟労働局基準部健康安全

課高橋英人課長 
第１３次労働災害防止計画、平成３０年度労

働行政の取り組み、墜落制止用器具、産業保

健総合支援センター紹介、Stop 熱中症（配布

資料） 

 

 
五十嵐俊彦 化学物質リスクアセスメント・コントロール

バンディング、ストレスチェック結果分析・

事業場分析（配布資料） 
 

 

2019/02/11 

第 2 回業務

高橋良政 長岡技術科学大学安全衛生管理コンサルテ

ィング業務（契約内容守秘義務上、配布資料



部会研修会 は添付不可）大学という特殊なサイトの実験

施設の安全衛生指導の困難さと巡視のみで

の有効性の疑問・改善の説明 

2019/06/18 

第 1 回研修

会 

新潟労働局労働基準部主

任安全専門官 佐藤久夫 

今年の労働安全衛生行政の動向について、

配布資料、 

   

   

   

 


