
 

事　　業　　項　　目

4月 1 協会報発行(第244号)

5 新入社員安全衛生教育 安衛法第59条、安衛則第35条に基づく教育   修了者119名

於　福島県青少年会館

第１回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習    受講者68名

於　学科：福島県青少年会館    合格者68名

 　　実技：協三工業㈱・東開工業㈱

8 第1回１ｔ未満玉掛け業務に係る特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育    修了者23名

於　福島製鋼㈱  (福島製鋼㈱からの依頼により実施）

11.12 第１回建設業職長・安全衛生責任者教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育    修了者50名

於　福島県青少年会館

15.16 第1回クレーン運転業務に係る特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育    修了者37名

於　北芝電機㈱

17 会計監査 平成28年度収支決算等について監事による監査

於　協会事務局

19 第１回足場組立て等特別教育(短縮3時間） 安衛則第36条の一部改正に基づく特別教育    修了者51名

於　福島県青少年会館

19 第2回足場組立て等特別教育(短縮3時間） 安衛則第36条の一部改正に基づく特別教育    修了者31名

於　福島県青少年会館

第１回小型移動式クレーン運転技能講習 福島労働局長登録講習    受講者37名

於　学科：福島県青少年会館    合格者36名

　 　実技：(株）サンビルド

24 第1回理事会

  （1）平成28年度事業報告に関する件

  （2）平成28年度決算報告に関する件

25.26 第１回製造業職長教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育    修了者17名

於　福島県青少年会館

27 第1回建設業職長等に対する 安衛則第19条の2に基づく特別教育   修了者12名
能力向上教育に準じた教育(再教育）

於　福島県青少年会館

第2回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習   受講者39名

於　学科：福島県青少年会館   合格者38名

於　実技：協三工業㈱

議案第 1 号

平成２９年度　事 業 報 告 に 関 す る 件 

5月 11.12.14

実施月日 実　　施　　概　　要

6.7.9

議 案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条（第197条において

20.21.23

      　　　　　　　　　　　　　  　　   出席者　24名　（理事　22名、監事　2名）

準用する第96条）及び定款29条2項による理事会



 

事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

5月 18 定時総会

　議　案

　（3）公益目的支出計画の変更に関する件

　（4）役員の選任に関する件

　その他

　報告事項　1.平成29年度事業計画

　　　　　    　2.平成29年度収支予算書

　参考資料　1.平成28年度収支計算書（損益ベース）

19 協会報編集委員会 協会報（第245号）の編集会議

於　福島グリーンパレス

23 （一社）福島県労働基準協会　通常総会 於　ホテルサンルートプラザ福島

第1回アーク溶接作業特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育    修了者37名

於　福島県青少年会館

第1回安全管理者選任時研修 安衛法第19条の2、安衛則第5条に基づく安全教育    修了者21名

於　福島県青少年会館

第1回ガス溶接技能講習 福島労働局長登録講習    受講者24名

於　学科：福島県青少年会館    合格者24名

　　 実技：福島製鋼（株）

30 第1回リスクアセスメント研修 安衛法改正による危険・有害性の調査・低減措置   修了者24名

(ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ)を実施するための研修

於　福島県青少年会館　　

31 第1回低圧電気取扱業務特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育   修了者69名

於　福島県青少年会館

6月 1 全国安全週間準備月間（1～30日）

4 第1回自由研削と石取替業務等特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育    修了者63名

於　福島製鋼㈱

5   安全週間実施要綱説明会 於　福島県青少年会館      出席者85名

　安全管理研修会      ◎全国安全週間実施要綱について

　　　　　   福島労働基準監督署 　第三方面主任監督官   安田　健治 様

　　 安全管理研修

　　　◎長時間労働に係る面接指導結果に基づく健康管理の進め方

              福島産業保健総合支援センター  産業保健相談員

　  　◎働き方改革をめぐる福島県内の動きについて

 　　　　  　福島労働局　雇用環境・均等室
                                雇用環境改善・均等推進監理官   針生　達矢 様

7 安全衛生部会合同幹事会

於　福島グリーンパレス   出席者23名

                              　福島労働基準監督署　　  署長   松野　正佳 様

 　　　　　　　　　　　　　 日本産業衛生学会登録産業看護師 山屋 佐智子   様

23.24

25.26

27.28

　　      講話　「当面の労働基準行政の課題について」

7月開催の福島地区産業安全衛生大会及び今後の行事についての打合せ

　（1）平成28年度事業報告に関する件

　（2）平成28年度決算報告に関する件

於　福島グリーンパレス　 

                              総会出席者 104名  委任状提出者 477名  計 581名  



 

事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

第3回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習   受講者89名

於　学科：福島県青少年会館   合格者88名

於　実技：協三工業㈱、東開工業㈱、㈱福島製作所

14 第1回刈払機取扱作業者安全衛生教育 厚生労働省通達に基づく安全衛生教育　　　　      修了者43名

於　福島県青少年会館

第2回建設業職長･安全衛生責任者教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育   修了者29名

於　福島県青少年会館

第2回製造業職長教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育  修了者 22名

於　福島県青少年会館

22 福島地域産業保健センター運営協議会 於　福島市保健福祉センター

第2回小型移動式クレーン運転技能講習 福島労働局長登録講習      受講者24名

於　学科：福島県青少年会館      合格者24名

於　実技：㈱サンビルド

27 第1回足場組立て等特別教育 安衛則第36条の一部改正に基づく特別教育   修了者58名

於　福島県青少年会館

第3回製造業職長教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育  修了者13名

於　福島県青少年会館

第1回高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育  修了者32名

於　福島県青少年会館

7月 1 全国安全週間（1～7日）

1 協会報発行(第245号)

1.2 第2回ガス溶接技能講習 福島労働局長登録講習  受講者42名

於　学科：福島県青少年会館  合格者42名

　　 実技：福島製鋼（株）

6 福島地区産業安全衛生大会 於　福島グリーンパレス    出席者150名

　安全衛生優良事業場及び功労者の表彰

　　　　　　　福島産業保健総合支援センター　　   副所長　　阿 部　 晃　様

　　　　　　 ｢ドライブレコーダーの映像を使った事故講習はこれだ！｣

第4回製造業職長教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育     修了者23名

於　福島県青少年会館

第2回アーク溶接作業特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育  修了者46名

於　福島県青少年会館

19 第2回建設業職長等に対する 安衛則第19条の2に基づく特別教育  修了者17名
能力向上教育に準じた教育(再教育） 於　福島県青少年会館

第4回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習  受講者61名

於　学科：福島県青少年会館  合格者55名

於　実技：協三工業㈱、東開工業㈱

　　　　　◎特別講演

     　　　　　 　                 交通事故防止コンサルタント　  上西　一美  様

 　　　　 ◎労働衛生研修会　　　　　　　　　　　

6月  8.9.11

22.23.25

20.21.23

20.21

15.16

11.12

13.14

27.28

28.29



 

事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

7月 25.26 第１回安全衛生推進者養成講習 福島労働局長指定講習   受講者50名

於　福島県青少年会館   修了者49名

27.28 第3回建設業職長･安全衛生責任者教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育   修了者28名

於　福島県青少年会館

8月 1 第2回刈払機取扱作業者安全衛生教育 厚生労働省通達に基づく安全衛生教育　　　　   修了者29名

2 酸素欠乏等危険作業特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育   修了者26名

於　福島県青少年会館

7 第2回１ｔ未満玉掛け業務に係る特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育   修了者 8名

於　福島製鋼㈱  (福島製鋼㈱からの依頼により実施）

第2回クレーン運転業務に係る特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育   修了者34名

於　北芝電機㈱

21 協会報編集委員会 協会報(第246号)の編集会議

於　福島グリーンパレス

22 第2回リスクアセスメント研修 安衛法改正による危険・有害性の調査・低減措置  修了者34名

(ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ)を実施するための研修

於　福島県青少年会館　　

23 第1回ＫＹＴリーダー研修 ゼロ災運動に基づくリーダー研修   修了者17名

於　福島県青少年会館

第5回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習   受講者42名

於　学科：福島県青少年会館　   合格者40名

於　実技：協三工業㈱

9月 1 全国労働衛生週間準備月間（１～30日）

3 第2回自由研削と石取替業務等特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育   修了者47名

於　福島製鋼㈱

5   全国労働衛生週間実施要綱説明会 於　福島県青少年会館   出席者80名

  衛生管理研修会 　　　　      ◎全国労働衛生週間実施要綱について

                   福島労働基準監督署   第三方面主任監督官   安田　健治 様

  衛生管理研修会

                  福島県県北保健福祉事務所 
                                   健康増進課　副主任保健技師  沼田  志穂 様

　　  　                           労働衛生コンサルタント　　      　　　　　   中村  寿雄 様

第3回小型移動式クレーン運転技能講習 福島労働局長登録講習  受講者18名

於　学科：福島県青少年会館　  合格者18名

於　実技：㈱サンビルド

12.13 第4回建設業職長･安全衛生責任者教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育 修了者 22名

於　福島県青少年会館

14.15 第2回安全管理者選任時研修 安衛法第19条の2、安衛則第5条に基づく安全教育 修了者 39名

於　福島県青少年会館

7.8.10

19.20

24.25.27

　　　      　◎受動喫煙について

　　　　      ◎職場における健康づくり



 

事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

9月 16 第1回有機溶剤業務従事者安全衛生教育 厚生労働省通達に基づく安全衛生教育　　　　

於　㈱水力機工 （㈱水力機工からの依頼により実施）   修了者  9名

20.21 第5回製造業職長教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育   修了者 19名

於　福島県青少年会館

27 第2回足場組立て等特別教育 安衛則第36条の一部改正に基づく特別教育   修了者 32名

於　福島県青少年会館

第6回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習   受講者 38名

於　学科：福島県青少年会館   合格者 36名

於　実技：協三工業㈱

10月 1 全国労働衛生週間（1～7日）

1 協会報発行(第246号)

5 　優良事業場視察 視察先：三菱電機(株)ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ製作所 郡山工場    参加者45名

　福島県産業安全衛生大会への参加

於　郡山市　ホテル華の湯

                     特別講演  「わが野球人生」 

                                  元横浜DeNAベイスターズ監督   中 畑　 清　様

                                  司会進行  TUFアナウンサー   奥秋  直人 様

10 労務部会幹事会 今後の行事についての打合せ    出席者11名

於　福島グリーンパレス

11 第3回刈払機取扱作業者安全衛生教育 厚生労働省通達に基づく安全衛生教育　　　　    修了者32名

於　福島県青少年会館

第4回小型移動式クレーン運転技能講習 福島労働局長登録講習    受講者28名

於　学科：福島県青少年会館　    合格者28名

於　実技：㈱サンビルド

17.18 局所排気装置等定期自主検査者養成講習 厚生労働省通達に基づく安全衛生教育　　　　      修了者42名

於　ウィル福島　アクティおろしまち

19.20 第3回アーク溶接作業特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育    修了者33名

於　福島県青少年会館

23 第2回理事会

　（1）平成29年度事業経過報告に関する件

　（2）その他

於　ホテル辰巳屋

25 粉じん作業従事者特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育    修了者29名

於　福島県青少年会館

第7回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習    受講者39名

於　学科：福島県青少年会館    合格者38名

於　実技：協三工業㈱

12.13.15

　議　案　　　　　　　　　　　　　　　　出席者　17名　（理事  16名、監事  1名）

 (一社）福島県労働基準協会主催　　　 参加者460名    当協会参加者62名

 26.27.29

　　          講話　「当面の労働基準行政の課題について」
　    　                          福島労働基準監督署　     署長　 松野　正佳　様

28.29.10/1



 

事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

全国産業安全衛生大会への参加

於　兵庫県神戸市　ワールド記念ホール

  　 8日      総合集会　特別講演　「網膜再生医療の開発」

                理化学研究所　多細胞ｼｽﾃﾑ形成研究ｾﾝﾀｰ
                網膜再生医療研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ

 
  髙橋　政代 様

　　9.10日　 各分科会へ参加

14 ダイオキシン類従事者特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育    修了者32名

於　福島県青少年会館

15 第2回低圧電気取扱業務特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育      修了者63名

於　福島県青少年会館

16.2 第5回建設業職長･安全衛生責任者教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育  修了者 37名

於　福島県青少年会館

18.19 第3回ガス溶接技能講習 福島労働局長登録講習   受講者19名

於　学科：福島県青少年会館   合格者19名

　　 実技：福島製鋼（株）

20 協会報編集委員会 協会報(第247号)の編集会議

於　福島グリーンパレス

21 労務管理研修会 於　福島県青少年会館  出席者70名

研修内容

　    　◎｢労働基準法改正の方向性とその対策について｣

             福島労働基準監督署      第一方面主任監督官 小野　寧康　様

　    　◎｢働き方改革に対応した取り組みについて｣

             福島労働局 雇用環境・均等室　室長  佐藤　央子 様

             東北経済産業局 産業部経営支援課 課長補佐  中村　光一 様

22.23 福島県内労働基準協会連絡会議 （一社）福島県労働基準協会主催　　　　於  会津若松市

29 福島県産業保健推進協議会 於　福島県医師会館

29.30 第3回安全管理者選任時研修 安衛法第19条の2、安衛則第5条に基づく安全教育  出席者14名

於　福島県青少年会館

12月 1 第3回リスクアセスメント研修 安衛法改正による危険・有害性の調査・低減措置  修了者25名

(ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ)を実施するための研修

於　福島県青少年会館　　

3 第3回自由研削と石取替業務等特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育  修了者39名

於　福島製鋼㈱

5.6 第4回アーク溶接作業特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育  修了者37名

於　福島県青少年会館

第8回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習  受講者38名

於　学科：福島県青少年会館  合格者38名

於　実技：協三工業㈱

12 第1回労務・安全・衛生部会合同幹事会 平成29年度事業経過報告及び

平成29年度事業計画(12月～3月)についての打合せ

於　福島グリーンパレス 出席者31名

　　　　　   　講話 　「平成２９年度の行政運営について」

11月8.9.10

7.8.10

　　　　　　　　　　  　　　  福島労働基準監督署　　  署長      松野　正佳 様

中央労働災害防止協会主催　　 　 　参加者 12,200名　 当協会参加者 2名



 

事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

12月 14.15 第2回高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育 修了者20名

於　福島県青少年会館

19 講師会 実技、学科講師との打合せ 参加者39名

於　福島労働基準協会事務局

1月 1 協会報発行（247号） 於　福島労働基準協会事務局

11 事業主のつどい 於　福島グリーンパレス 　　出席者82名

新春祝い太鼓披露　山木屋太鼓 （ 和太鼓奏者　遠藤元気 様 ）

17 第4回リスクアセスメント研修 安衛法改正による危険・有害性の調査・低減措置 修了者17名

(ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ)を実施するための研修

於　福島県青少年会館　　

18 第2回ＫＹＴリーダー研修 ゼロ災運動に基づくリーダー研修 修了者20名

於　福島県青少年会館

第3回クレーン運転業務に係る特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育 修了者47名

於　北芝電機㈱

第6回製造業職長教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育  修了者24名

於　福島県青少年会館

2月 1.2.4 第9回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習  受講者29名

於　学科：福島県青少年会館  合格者29名

於　実技：協三工業㈱

6 労災実務研修会 於　福島県青少年会館

研修内容 　　出席者72名

    　 ◎ 「労災保険の認定について」

     　◎ 「労働契約セミナー」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　 社会保険労務士  山田　正男 様

7 第5回リスクアセスメント研修 安衛法改正による危険・有害性の調査・低減措置  修了者26名

(ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ)を実施するための研修

於　北芝電機㈱   (北芝電機㈱からの依頼により実施）

8.9 安全管理者研修会

14 協会報編集委員会

於　福島グリーンパレス

20.21 第7回製造業職長教育 安衛法第60条に基づく安全衛生教育  修了者19名

於　福島県青少年会館

22 第3回低圧電気取扱業務特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育     修了者58名

於　福島県青少年会館

24.25 第4回ガス溶接技能講習 福島労働局長登録講習  受講者40名

於　学科：福島県青少年会館  合格者40名

　　 実技：福島製鋼（株）

27.28 第5回アーク溶接作業特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育  修了者17名

於　福島県青少年会館

20.21

23.24

（一社）福島県労働基準協会主催　　　　於　飯坂町　当協会参加者　15名

                       　 福島労働基準監督署     　 労災課長 　 菊田　眞也 様

協会報（第248号）の編集会議

               　　　　　（公社）全国労働基準関係団体連合会



事　業　項　目 実　施　概　要

3月 2 第2回労務・安全・衛生部会合同幹事会 平成29年度事業経過報告及び

平成30年度事業計画 (案) について

於　福島グリーンパレス                                    　　   出席者31名

　　　　　　  講話　「平成30年度の行政運営について」

　　　　　　　　　　  　　福島労働基準監督署　  署長　 松野　正佳　様

3 第4回自由研削と石取替業務等特別教育 安衛法第59条、安衛則第36条に基づく特別教育            修了者28名

於　福島製鋼㈱

6.7 第4回安全管理者選任時研修 安衛法第19条の2、安衛則第5条に基づく安全教育       修了者24名

於　福島県青少年会館

22 衛生管理者研修会 （一社）福島県労働基準協会主催　於　飯坂町　　当協会参加者 18 名

於　合同庁舎３階会議室

13.14 第2回安全衛生推進者養成講習 福島労働局長指定講習                                           受講者73名

於　福島県青少年会館                                            修了者73名

第10回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習                                           受講者29名

於　学科：福島県青少年会館                                    修了者29名

於　実技：協三工業㈱

23 福島県内労働基準協会連絡会議 （一社）福島県労働基準協会主催　　於  福島グリーンパレス　

23 平成29年度労働災害防止団体等連絡会議 福島労働局主催　　　　　　　          　於　合同庁舎3階会議室　　 

30 第３回理事会 議 案　　　　　　　　　　　出席者 15 名　（ 理事14名　　監事1名 ）

　・議案第1号　平成30年度事業計画(案）に関する件

　・議案第2号　平成30年度収支予算(案）に関する件

　・議案第3号　平成30年度定時総会の日程に関する件

　・その他

於　ホテル辰巳屋

通

年

平成２９年度退会事業所

　 　・保原商工会　                    ・(株)ワイ・エー・ピー

　 　・大新産業(株)                    ・日東通信機(株)

　 　・ナノックス(株)  　　　　　 　    ・(一社)東北地域づくり協会

 　　・(株)福製 テック                  ・(株)増島鉄工所

 　　・(株)鈴木総合設備            　・ リンナイ（株）             

  　 　 ・小泉工業(株)　　　　　　　  　  ・福島乳業(株)

                                 以上　８　件     　　・(有)芝崎鈑金工業                                    以上　１３　件

なお、事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

・(有)大橋建設                   

・(有)イタクラ      

・日本ロード・メンテナンス(株)         

・福島国際交流事業協同組合 　　 ・(株)民報印刷

・第一貨物(株)福島支店                  

実施月日

 (1) 福島労働基準監督署の行う労働条件確保対策・労働災害防止対策・健康確保対策・労災補償対策等に

 　関する業務の推進に協力した。

    前年度事業場数　　　　　　　　　　　　　　       ７６０件

 (2) 中央労働災害防止協会及び（一社）福島県労働基準協会が実施した各種大会、講習に協力した。

 (3) 各種健康診断実施の勧奨

　　　　騒音測定器　　　　　　　　　 ０回　　　延　 　　 ０日

　　　　安全衛生教育用ＤＶＤ     ２２５回　　　延　  ５５７日

 (5) 会員事業場（平成３０年３月３１日現在) 　　      ７５５件

１．実施人員　２２,５６９人   　　  医療法人創仁会東日本診療所  　      ８,３３５ 人

２．延日数　　 　　 ２４０日　　　   (公財)福島県労働保健センター 　    １４,２３４ 人

 (4) 各種備付器具の貸出し

　　　　熱中症指標計　　　　　　　　 １回　　　延　　 　 ７日

　　　　照度計　　　　　　　 　　　　０回　　　延　 　　 ０日

・(株)藤加工所      　　　　　　      　・伊藤建設(株)

    退会事業場数                                       １３件

    新規加入事業場数                                     ８件

平成２９年度入会事業所

15.16.18
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