
事　　業　　項　　目

4月 1 協会報発行(第252号)

第１回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習    受講者 41名

於　学科：福島県青少年会館    合格者 39名

 　　実技：協三工業㈱

7 第1回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育    修了者 59名

於　㈱サンビルド

9 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159名

於　福島県青少年会館

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 32名

於　福島県青少年会館

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 31名

於　北芝電機㈱

16 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 17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 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

20 第2回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育    修了者 25名

於　澁川住民センター　（㈲丸中建設からの依頼により実施）

22 会計監査

於　協会事務局

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 23名

於　福島県青少年会館

25 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 16名

5月 7 第1回理事会

  （1）平成30年度事業報告に関する件

  （2）平成30年度決算報告に関する件

9.10 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 32名

於　福島県青少年会館

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

　議案第1号

平成31年度・令和元年度　事 業 報 告 に 関 す る 件 

実施月日 実　　施　　概　　要

4.5.7

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

18.19.21

準用する第96条）及び定款29条2項による理事会

平成30年度収支決算等について監事による監査

於　ﾄﾖﾀ工機㈱福島工場　（ﾄﾖﾀ工機㈱福島工場からの依頼により実施）

13.14

10.11

23.24



事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

第1回ガス溶接技能講習 福島労働局長登録講習    受講者 23名

於　学科：福島県青少年会館    合格者 23名

　　 実技：福島製鋼（株）

15 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 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　　

第2回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習   受講者 51名

於　学科：福島県青少年会館   合格者 49名

於　実技：協三工業㈱ ・ 東開工業㈱

21 協会報編集委員会 協会報（第253号）の編集会議

於　(一社）福島労働基準協会事務局内

23 （一社）福島県労働基準協会　通常総会 於　ホテル福島グリーンパレス

24 定時総会

　議　案

　（3）会費規定の改定に関する件

　（4）役員の補充選任に関する件

　その他

　報告事項　1.平成31年度（令和元年度）事業計画

　参考資料　1.平成30年度収支計算書（損益ベース）

24 第2回理事会

  議案第１号　専務理事の選任に関する件

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

30 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118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）

2 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 59名

於　福島製鋼㈱

4 安全衛生部会合同幹事会 於　ホテル福島グリーンパレス   出席者 26名

5 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 13名

於　福島県青少年会館

第3回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習   受講者 60名

於　学科：福島県青少年会館   合格者 55名

於　実技：協三工業㈱、㈱福島製作所

5月  11.12

                              福島労働基準監督署　　 署長   水野　秀二 様

　 　　　　    　2.平成31年度（令和元年度）収支予算書（損益ベース）

      　　　　　　　　　  　　　　 出席者　19名　（ 理事 17名 、監事 2名 ）

於　ホテル福島グリーンパレス　 

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30年度事業報告に関する件

　（2）平成30年度決算報告に関する件

於　ホテル福島グリーンパレス　 

16.17.19

                         総会出席者 76名  委任状提出者 374名  計450名  

28.29

　　      講話　「当面の労働基準行政の課題について」

6.7.9



事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

6月 8 第3回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育   修了者 61名

於　㈱サンビルド

10   安全週間実施要綱説明会 於　福島県青少年会館   出席者 95名

　安全管理研修会       ◎全国安全週間実施要綱について

　　 安全管理研修

　　 ◎労働安全衛生法の改正について

　   ◎職場のハラスメント防止について

　   ◎熱中症の予防について

12 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 44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 20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 39名

於　福島県青少年会館

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 20名

於　学科：福島県青少年会館   合格者 20名

於　実技：㈱サンビルド

20 第1回福島地域産業保健センター運営協議会

22 第4回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育   修了者 59名

於　㈱サンビルド

24 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 19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）

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 39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253号)

4 第1回福島市職場の健康づくり推進委員会

5 福島地区産業安全衛生大会 於　ホテル福島グリーンパレス  出席者128名

　安全衛生優良事業場及び功労者の表彰

　　　　　◎特別講演

　　　　　　 ｢トヨタ・アメリカ工場人材教育ﾄﾚｰﾅｰが語る！｣

9.10 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 22名

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 40名

於　学科：福島県青少年会館  合格者 37名

於　実技：協三工業㈱

　　　　　　　　　　　     マネジメント・コンサルタント　　山本　喜久江　様

福島地域産業保健センター主催　　　於　福島市保健福祉センター

福島市保健所主催　　　於　福島市保健福祉センター

　　　　  福島産業保健総合支援ｾﾝﾀｰ  産業保健相談員  山屋 佐智子 様

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

          福島労働基準監督署     　  産業安全専門官    皆川 将延 様

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

　　　　　                                                  副所長    齋藤  敏彦 様

　　　　　　　　 　～　多様性を活かす組織作り　～

20.21.23

 11.12.14

13.14

18.19

25.26



事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

7月 13 第5回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育  修了者 59名

於　㈱サンビルド

17 巻上げ機(ウィンチ）運転業務特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育  修了者  8名

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 30名

於　福島県青少年会館

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 59名

於　北芝電機㈱

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 34名

於　福島県青少年会館

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 48名

於　福島県青少年会館  修了者 48名

27 第6回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育  修了者 53名

於　㈱サンビルド

第2回ガス溶接技能講習 福島労働局長登録講習  受講者 34名

於　学科：福島県青少年会館  合格者 34名

　　 実技：福島製鋼（株）

30 建設業職長等に対する能力向上教育に 安衛則第19条の2に基づく特別教育 修了者 21名
準じた教育(再教育） 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 34名

於　学科：福島県青少年会館　  合格者 32名

於　実技：協三工業㈱

6 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 22名

於　福島県青少年会館

7 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 32名

於　福島県青少年会館

21 協会報編集委員会 協会報（第254号）の編集会議

於　ホテル福島グリーンパレス

27 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 20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　　

28 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 32名

於　福島県青少年会館　　

30 働きざかりの健康づくり研修会

（地域・職域連携推進事業）

9月 1 全国労働衛生週間準備月間（１～30日）

1 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 31名

於　福島製鋼㈱

4   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 92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   産業安全専門官  皆川　将延 様

  衛生管理研修会

                  公立大学法人　福島県立医科大学
かか　む

                   医学部　衛生学・予防医学講座　　 准教授 各務  竹康 様

　　　      　◎福島産業保健総合支援センター　 副所長 齋藤  敏彦 様

25.26

27.28

於　福島南消防署 信夫分署　（福島市消防本部の依頼により実施）

　　　　 　   ◎職場における健康づくり

20.21

18.19

23.24

福島県県北保健福祉事務所主催　　 　於　県北保健福祉事務所

8月　1.2.4



事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

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 26名

於　福島県青少年会館

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 15名

於　福島県青少年会館

14 第7回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育  修了者 54名

於　㈱サンビルド

18 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 20名

於　福島県青少年会館

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 24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 37名

於　学科：福島県青少年会館   合格者 33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254号)

3 　優良事業場視察 視察先：会津本郷焼窯元 「 流紋焼 」   参加者 37名

　福島県産業安全衛生大会への参加

於　会津若松市　会津風雅堂

      特別講演  「はやぶさ／はやぶさ２ と福島県／会津大学」 

　　　　　　　　　　　　会津から宇宙へ　～小惑星リュウグウと共に歩む～

8.9 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 39名

於　ウィル福島　アクティおろしまち

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 20名

於　福島県青少年会館

16 第4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 15名

於　福島県青少年会館

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 22名

於　学科：福島県青少年会館　  合格者 22名

於　実技：㈱サンビルド

全国産業安全衛生大会への参加

於　みやこめっせ ・ 京都パルスプラザ　

　  24.25日　各分科会へ参加

29 第3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 23名

於　福島県青少年会館

30 浜通り復興関連施設視察 視察先：東京電力第二原子力発電所・東京電力廃炉資料館  参加者 14名

11月 1.2 第1回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  二本松市

6 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 10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 33名

於　学科：福島県青少年会館  合格者 32名

於　実技：協三工業㈱

中央労働災害防止協会主催　参加者約20,000名  当協会参加者 2名

  　23日      総合集会　特別講演
                　「 おかあちゃんからもろた言葉 」     コシノ　ジュンコ　様

23.24.25

17.18.20

26.27.29

7.8.10

 (一社）福島県労働基準協会主催　　参加者 550名  当協会参加者 52名

 　　　      会津大学　宇宙情報科学研究ｾﾝﾀｰ長 教授   出村 裕英 様

　　　　　　　　  ～NHK連続テレビ小説「カーネーション」から～

9月 10.11

19.20

10.11



事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

11月 9 第8回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育  修了者 55名

於　㈱サンビルド

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 15名

於　福島県青少年会館

13 第3回理事会

      議案第１号　令和元年度事業経過報告に関する件

      その他

14 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 44名

於　福島県青少年会館

15 労務管理研修会 於　福島県青少年会館  出席者 55名

研修内容

　  　◎｢働き方改革関連法の施行に当たって｣

           福島労働局 職業安定部需給調整事業室

            　　　　　　　　　　　　　　　      需給調整指導官 澤田 孝久 様

第3回ガス溶接技能講習 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

　　 実技：福島製鋼（株）

19 労務部会幹事会 於　ホテル福島グリーンパレス

今後の行事についての打合せ 出席者 12名

20 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 62名

於　福島県青少年会館

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 23名

於　福島県青少年会館

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 15名

於　福島県青少年会館

28 協会報編集委員会 協会報(第255号)の編集会議

於　（一社）福島労働基準協会事務局内

12月 1 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 37名

於　福島製鋼㈱

4 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 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　　

4 福島県産業保健推進協議会

第8回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習 受講者 27名

於　学科：福島県青少年会館 合格者 26名

於　実技：協三工業㈱

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 27名

於　福島県青少年会館

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 21名

於　福島県青少年会館

　    ◎｢労働者派遣法改正の概要について｣<同一労働同一賃金>

　　　　　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　水野 秀二 様

5.6.8

10.11

12.13

16.17

12.13

21.22

26.27

於　割烹 金柚　                           

　　　　　　　　　　　  　　　　　 出席者　18名　（ 理事 16名 、監事 2名 ）

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

福島県産業保健推進協議会主催　　　於　福島県医師会館



事　　業　　項　　目実施月日 実　　施　　概　　要

第1回労務・安全・衛生部会合同幹事会 於　ホテル福島グリーンパレス  出席者 32名

平成31年度・令和元年度事業経過報告及び

令和2年事業計画(1月～3月)についての打合せ

20 講師会 於　（一社）福島労働基準協会事務局内  参加者18名

実技、学科講師との打合せ

23 第2回福島県内労働基準協会連絡会議

1月 1 協会報発行（255号）

9 事業主のつどい 於　ホテル福島グリーンパレス  出席者 74名

新春祝い舞踊　（ 三井流舞踊　 三井　央美澤  様 ）

10 働きざかりの健康づくり検討部会

（地域・職域連携推進事業）

11 第9回フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育 修了者  51名

於　㈱サンビルド

15 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 18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　　

16 第3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 24名

於　福島県青少年会館

16 第3回福島市職場の健康づくり推進委員会 福島市保健所主催　　 　於　福島市保健福祉センター

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 37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 21名

於　福島県青少年会館

第9回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習 受講者 41名

於　学科：福島県青少年会館 合格者 40名

於　実技：協三工業㈱

2月 4.5 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 16名

於　福島県青少年会館

6.7 安全管理者研修会

13 県北地域保健・職域保健連携推進連絡会

（地域・職域連携推進事業）

18 協会報編集委員会

於　ホテル福島グリーンパレス

19 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 47名

於　福島県青少年会館

20 第2回福島地域産業保健センター運営協議会

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 12名

於　福島県青少年会館

26 労災実務研修会 於　福島県青少年会館

研修内容  出席者 57名

     ◎「精神障害の労災認定基準について」

   　◎ 「発達障害者に対する職場での対応等について」

     ◎「同一労働 同一賃金」 と働き方改革について

                    福島労働基準監督署     　労災課長   小西　陽一　様

協会報（第256号）の編集会議

        講話 　「平成31年度・令和元年度の行政運営について」　

福島地域産業保健センター主催　　　　於　NBFユニックスビル

                    　　　　　　          　  社会保険労務士   甚野　信行  様

　　　　　　　　　　　　　　　 　　      　 産業保健相談員　 佐藤　美恵  様

               　　福島産業保健総合支援センター

30.31.2/2

20.21

福島県県北保健福祉事務所主催　　　　於　県北保健福祉事務所

福島県県北保健福祉事務所主催　　　　於　県北保健福祉事務所

18.19

21.22

　　　　　　　　　　  　   福島労働基準監督署　     署長   水野 秀二 様

（一社）福島県労働基準協会主催　  於 郡山市  当協会参加者 18名

（一社）福島県労働基準協会主催　　　　於　福島市市民会館

12月   12



事　業　項　目 実　施　概　要

2月 29・3/1 第4回ガス溶接技能講習 福島労働局長登録講習　　　　　　　　　　　　　　　　 　　    受講者 22名

於　学科：福島県青少年会館　　　　　　　　　　　　　 　　合格者 22名

　　 実技：福島製鋼（株）

3月 2 第2回労務・安全・衛生部会合同幹事会 令和元年度事業経過報告及び

　　　　　　（文書により意見聴取） 令和２年度事業計画 (案) について

4 医療労務管理支援事業に係る技術審査委員会 福島労働局（雇用環境・均等室）主催　　於　福島合同庁舎

8 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 27名

於　福島製鋼㈱

10.11 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 20名

於　福島県青少年会館

第10回玉掛け技能講習 福島労働局長登録講習                                        受講者 30名

於　学科：福島県青少年会館                                 修了者 28名

於　実技：協三工業㈱

14 第10回ﾌﾙﾊｰﾈｽ型墜落制止用器具特別教育 安衛法第59条､安衛則第36条に基づく特別教育       修了者 44名

於　㈱サンビルド

18.19 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 55名

於　福島県青少年会館                                         修了者 54名

23 第4回理事会 於　クーラクーリアンテサンパレス

議 案　　　　　　　　　　　    出席者 13 名　（ 理事12名　　監事1名 ）

　・議案第1号　令和２年度事業計画(案）に関する件

　・議案第2号　令和２年度収支予算(案）に関する件

　・議案第3号　令和２年度定時総会の日程に関する件

　・議案第4号　役員の選任に関する件

　・その他

通

年

令和元年度退会事業所

　 ・㈱新開ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑｽﾞ  　　　　  ・㈲ムトー塗装店

　 ・(公財)福島県保健衛生協会　       ・㈱斎藤工業

　 ・医療法人生愛会ｹｱｾﾝﾀｰ            ・㈱エフエム福島

   ・㈲テクノ福島        　　　　　　　      ・VANメディカ㈱

   ・金門紡機㈲　　　　　　　　　　　　　　・ ㈱フクイチ          

      ・㈱佐藤電設興業                        ・　本田　忠男

                            　　     以上　４　件       ・大成鈑金工業所　                        　　　　　   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)白井木工所  

・ (株)半澤工務店         

・ (有)テクスウォール

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　　　　　　　　　　　　　　       ７４９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     ２９８回　　　延　  ４６３日

 (5) 会員事業場（令和２年３月３１日現在) 　　     　 ７４０件

１．実施人員　１８,２５５人   　　  医療法人創仁会東日本診療所  　      ８,７１５ 人

２．延日数　　 　　 ２３９日　　　   (公財)福島県労働保健センター 　　    ９,５４０ 人

 (4) 各種備付器具の貸出し

　　　　熱中症指標計　　　　　　　　 ０回　　　延　　 　 ０日

　　　　照度計　　　　　　　 　　　　０回　　　延　 　　 ０日

・ (株)ダイユーエイト 　　　　　　      　

    退会事業場数                                       １３件

    新規加入事業場数                                     ４件

令和元年度入会事業所

12.13.15
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