平成２５年度事業報告
(自 平成２５年４月１日 至 平成２６年３月３１日)
平成２５年度の我が国の経済は、自民党安倍政権デフレ脱却に向けた大胆な経済・財政政策の結
果、円高が修正され、株価が大幅に上昇するなどの影響で景気がゆるやかな回復基調となりました。
また、消費税率引上げによる駆け込み需要の影響も回復傾向の大きな要因になっていますが、４月
以降の反動や電気料金等の値上げが懸念されています。
この様な状況の中で､当協会は、行政の方針に従い各事業を展開してきましたので、その結果に
ついて報告いたします。
１．会議
事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年４月１８日（木）
２．場 所：㈱ジェイテクト ういず
３．出席者：２６名
４．議 事： （１）平成２４年度事業報告ならびに収支決算報告承認の件
・理 事 会
業務・会計監査報告
（２）任期満了に伴う役員改選について
（３）入会事業所承認の件
（４）その他
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年４月２５日（木）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：２３名
４．議 題： （１）自己紹介
・拡大常任委員会
（２）刈谷監督署からの情報提供
（安全・総務合同）
・１２次防の概要、２５年度労働行政運営方針について
・その他
（３）各社の会社概要、直近の生産状況・計画、派遣・期間従業員数の
推移について
１．月 日：平成２５年５月１６日（木）
２．場 所：あいち産業科学技術総合センター交流ホール ３．出席者 ：１９５名
４．特別精励賞・精励賞授与： 特別精励賞７社、精励賞９０社
５．議 事： （１）平成２４年度決算の承認に関するの件
（２）定款変更の件
・第１回定時会員総会
（３）任期満了に伴う役員改選の件
（４）常勤役員の報酬額等の件
報告事項 ・平成２４年度事業報告
・平成２５年度事業方針・事業計画・予算案について
６．来賓祝辞 刈谷労働基準監督署長、刈谷市経済環境部長、碧南商工会議所会頭
７．講 演：「とっさの判断は日頃の心構えから」 落語家 桂 文蕎氏
１．月 日：平成２３年５月１６日（木）
・臨時理事会
２．場 所：あいち産業科学技術総合センター 交流会議室 ３．出席者 ：３１名
４．議 事： 理事の役職の互選について
１．月 日：平成２５年６月２６日（水）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：１３名
・拡大常任委員会
４．議 題： （１）監督署よりの情報提供
（安全・衛生関係）
・第１２次労働災害防止計画、平成２５年度行政運営方針
・管内災害発生状況、死亡災害発生状況とその対策について
（２）各社の平成２５年度安全衛生方針等について
・平成２５年度重点実施事項と熱中症対策への取り組みについて
１．月 日：平成２５年８月２１日（水）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：１３名
・拡大常任委員会
４．議 題：（１）監督署よりの情報提供
（人事・総務関係）
・Ｐｒｏｆｉｌｅ２０１３を中心に説明
（２）各社からの報告
・生産状況・生産要員の充足状況・期間従業員の採用状況等について
（３）その他
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事業名

・支部長会

・拡大常任委員会
（安全・衛生関係）

・理 事 会

・拡大常任委員会
（安全・衛生関係）

・拡大常任委員会
（安全・総務合同）

・支部長会

・理事会

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年９月２０日（金）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」 ４階４０５会議室
３．出席者：１１名
４．議 事： （１）平成２５年度事業報告ならびに今後の予定
平成２５年度収支状況について(８月末現在)
（２）各支部の事業実施状況について(８月末現在)
（３）その他
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年９月２５日（水）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」 ４階４０５会議室
３．出席者：１３名
４．議 題： （１）監督署よりの情報提供
・Ｐｒｏｆｉｌｅを中心に説明
・管内災害発生状況、特化則等法改正等について
（２）各社からの報告報告
・夏期連休工事の結果、最近の災害発生状況、新たな安全衛生の取り組み
等について
１．月 日：平成２５年１０月１６日（木）
２．場 所：㈱ジェイテクト ういず
３．出席者：２６名
４．議 事： （１）平成２５年９月末までの事業報告（下期事業予定含む)ならびに
収支報告について
（２）周年記念行事積立預金の取崩し等について
（３）表彰規程の見直しについて
（４）入会事業所の承認について
＊報告事項
（１）創立４０周年記念事業の進捗状況について
（２）消費税改正に伴う受講料の改定について
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年１１月２７日（水）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：１４名
４．議 題： （１）監督署からの情報提供
・災害発生状況
・年末年始安全衛生総点検運動実施要領等
（２）各社からの報告(口頭にて)
・年末年始安全衛生総点検運動の計画内容について
・平成２６年３月くらいまでの生産計画について
（３）その他
１．月 日：平成２６年１月３０日（木）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：２４名
４．議 題：（１）刈谷監督署からの情報提供
（２）各社の年末年始連休工事の結果について
・今後(４月以降）の生産計画について
・４月入社の採用状況について
１．月 日：平成２６年２月１９日（水）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」５階５１応接室
３．出席者：１１名
４．議 事：（１）平成２５年度事業実施状況ならびに収支見込みについて
（２）平成２６年度事業計画案ならびに予算案について
（３）協会創立４０周年記念行事について
（４）その他
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２６年３月２０日（木）
２．場 所：あいち産業科学技術総合センター 交流会議室 ３．出席者：２７名
４．議 事：（１）平成２６年度事業計画案ならびに予算案承認の件
（２）常勤役員の報酬額等の件
（３）創立40周年記念 表彰者承認の件
（４）入会事業所承認の件
（５）その他
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
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２．支部活動
事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年４月３日（水）
・刈谷支部役員会
２．場 所：刈谷商工会議所 ２階 特別会議室
３．出席者：９名
（三役会）
４．議 題：役員会・定期総会付議事項について
１．月 日：平成２５年４月５日（金）
２．場 所：高浜市商工会 ２階研修室
３．出席者：５名
４．議 題： （１）今後の日程について
・高浜支部役員会
（２）理事会・定期総会について
（３）総会運営について
（４）２５年度視察研修候補地について
１．月 日：平成２５年４月９日（火）
２．場 所：碧南商工会議所
３．出席者：８名
４．議 題： （１）平成２４年度事業報告並びに会計報告について
・碧南支部役員会
（２）平成２５年度・２６年度役員選出について
(正副)
（３）平成２５年度事業計画（案）並びに会計計画について
（４）役員会の開催について
（５）その他
１．月 日：平成２５年４月１５日（月）
２．場 所：刈谷商工会議所 ２階 大ホール
３．出席者：４０名
・刈谷支部役員会
４．議 題：審議事項 平成２４年度事業報告、会員異動報告並びに事業支出報告の件
平成２５・２６年度役員・理事改選（案）の件
報告事項 平成２５年度事業計画並びに事業予算の件
１．月 日：平成２５年４月１５日（月）
２．場 所：刈谷商工会議所 ２階 大ホール
３．出席者：８３名
４．議 題：審議事項 平成２４年度事業報告、会員異動報告並びに事業支出報告の件
・刈谷支部会員総会
報告事項 平成２５年度事業計画並びに事業予算の件
平成２５・２６年度役員・理事改選の件
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年４月１６日（火）
３．参加者：３７名
・安城支部新入社員 ２．場 所：安城商工会議所
研修
３．テーマ モノづくり従事者としての心構え～製造業の基本を知る～
４．講 師： 中小企業診断士 蛯原健治氏
１．月 日：平成２５年４月２２日（月）
２．場 所：知立市商工会
３．出席者：１８名
４．議 題： （１）平成２４年度事業報告について
（２）平成２４年度会計報告について
・知立支部役員会
（３）平成２５年度事業計画について
（４）平成２５年度支部予算案について
（５）その他
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年４月２３日（火）
２．場 所：安城商工会議所
３．出席者：２６名
４．議 題： （１） 平成２４年度事業報告並びに収支決算について
・安城支部役員会
（２） 任期満了による支部役員の改選について
（３） 平成２５年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について
（４） 機関誌「ＫＡ・ＲＩ・ＹＡ」広告掲載について
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年５月１０日（金）
２．場 所：高浜市商工会 ２階ホール
３．出席者：１３９名(委任状含む)
４．議 題： （１）平成２４年度事業報告書並びに収支報告について
・高浜支部総会
（２）平成２５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
（３）任期満了に伴う支部役員の改選について
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
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事業名

・碧南支部役員会

・安城支部セミナー

・知立支部役員会
(三役会)

・高浜支部役員会

・知立支部役員会

・高浜支部役員会

・碧南支部役員会
(正副)

・刈谷支部優良事業
所見学会
・知立支部商店街連
合会との情報交換

・刈谷支部労務管理
講習会

・知立支部労務講習
会

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年５月１０日（金）
２．場 所：碧南商工会議所
３．出席者：３１名
４．議 題： （１）平成２４年度事業報告並びに会計報告について
（２）平成２５年度・２６年度役員選出について
（３）平成２５年度事業計画（案）並びに会計計画について
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年５月１４日（火）
２．場 所：安城商工会議所 ３階研修室
３．参加者：２０名
３．テーマ 労務管理セミナー「労働契約法・高年齢者雇用安定法改正！」
４．講 師： 特定社会保険労務士 大参直子氏
１．月 日：平成２５年６月７日（金）
２．場 所：知立市商工会
３．出席者：３名
４．議 題： （１）第２回役員会の開催について
（２）優良工場見学について
（３）基準協会主催セミナーについて
（４）その他
１．月 日：平成２５年６月１４日（金）
２．場 所：高浜市商工会
３．出席者：６名
４．議 題： （１）優良工場見学会について
（２）愛知産業安全衛生大会について
（３）労務管理図書について
１．月 日：平成２５年６月１８日（火）
２．場 所：知立市商工会
３．出席者：１５名
４．議 題： （１）優良工場見学について
（２）講演講習会等の要望について
（３）会員増強について
（４）その他
１．月 日：平成２５年７月２日（火）
２．場 所：高浜市商工会
３．出席者：６名
優良工場見学会について
４．議 題：
１．月 日：平成２５年７月１２日（金）
２．場 所：碧南商工会議所
３．出席者：６名
４．議 題： （１）役員懇親会収支決算（案）について
（２）労務管理講座開催について
（３）平成２５年度優良工場見学会について
（４）今後の支部活動について
（５）その他
１．月 日：平成２５年７月２３日（火）
２．見学先：丸章工業㈱
３．参加者：２９名
１．月 日：平成２５年８月２２日（木）
５．参加者１８名
２．場 所：知立市商工会
３．テーマ：第３次産業の労働災害防止について
４．講 師：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年８月２８日（水）
５．参加者３０名
２．場 所：刈谷商工会議所
３．テーマ：「今年注目の助成金受給のポイント教えます」
４．講 師：特定社会保険労務士 大参直子氏
１．月 日：平成２５年８月２８日（水）
５．参加者 ２６名
２．場 所：知立市商工会
３．テーマ： ～大切な人と財産を守るには～ 災害対策と事業継続計画
４．講 師：㈲ファイブ・コンサルティング 代表 五十嵐博一氏
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事業名

・碧南支部役員会

・知立支部役員会
(三役会)
・高浜支部優良事業
所見学会

・碧南支部労務管理
講座

・安城支部優良事業
所見学会
・知立支部優良事業
所見学会
・安城支部 現場管
理５Ｓ・部下指導セミ
ナー
・碧南支部優良事業
所見学会
・刈谷支部役員会
（三役会）

・碧南支部役員会
(正副)

・安城支部役員会

・刈谷支部役員会

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年８月２８日（水）
２．場 所：碧南商工会議所
３．出席者：２４名
４．議 題： （１）役員懇親会収支決算（案）について
（２）平成２５年度優良工場見学会について
（３）全国労働衛生週間について
（４）労務管理講座について
（５）その他
１．月 日：平成２５年９月２日（月）
２．場 所：知立市商工会
３．出席者：３名
４．議 題： （１）優良事業所見学会について
（２）今後の予定(会議、セミナー等)について
１．月 日：平成２５年９月１７日（火）
２．見学先：鍋屋バイテック㈱
３．参加者：１３名
１．月 日：平成２５年９月２７日（金）
５．参加者 ２５名
２．場 所：碧南商工会議所
３．テーマ：「～労使トラブルの未然防止・対処方法～
最近の労働問題と労務管理のポイント」
４．講 師： セントラル社会保険労務士法人 代表 水野 昌徳氏
１．月 日：平成２５年１０月９日（水）
２．見学先：中部電力㈱浜岡原子力発電所
３．参加者：２５名
１．月 日：平成２５年１０月１１日（金）
２．見学先 ：本田技研工業㈱浜松製作所
３．参加者：３５名
１．月 日：平成２５年１０月１８日（金）
５．参加者 １４名
２．場 所：安城商工会議所
３．テーマ：「明日からできる現場改善 体験学習で学ぶ「５Ｓ」と部下指導」
４．講 師：ＥＢＩマネジメントオフィス 代表 蛯原健治氏
１．月 日：平成２５年１０月２９日（火）
２．見学先 ：㈱タニサケ
３．参加者：２６名
１．月 日：平成２５年１１月１９日（火）
２．場 所：刈谷商工会議所 ２階 特別会議室
３．出席者：９名
４．議 事：（１）役員会付議事項について
（２）その他
１．月 日：平成２５年１１月２１日（木）
２．場 所：碧南商工会議所
３．出席者：７名
４．議 題： (1)創立４０周年記念行事について
(2)平成２５年度事業について
(3)平成２６年事業計画・収支予算(案)について
１．月 日：平成２５年１２月９日（月）
２．場 所：安城商工会議所
３．出席者：２４名
４．議 題： （１）平成２５年度事業経過報告について
（２）理事職をとる者の変更について
（３）表彰委員会への推薦について
（４）その他
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
１．月 日：平成２５年１２月１７日（火）
２．場 所：刈谷商工会議所 ２階 大ホール
３．出席者：４３名
４．議 事：（１）平成２５年度中間事業報告並びに会員異動報告について
（２）平成２５年度中間収支報告について
（３）その他
５．講 話：刈谷労働基準監督署 野原署長
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事業名

実
施
内
容
日：平成２５年１２月１８日（水）
所：碧南商工会議所 ２０５号室
３．出席者：３５名
・碧南支部役員会
題：協会創立４０周年記念に伴う表彰について
話：刈谷労働基準監督署 野原署長
日：平成２６年１月２３日（木）
所：知立市商工会
３．出席者：３名
・知立支部役員会
題： （１）第１回役員会開催について
(三役会)
（２）平成２６年度支部事業計画について
（３）基準協会主催セミナーについて
（４）その他
１．月 日：平成２６年２月１４日（金）
５．参加者：２５名
・碧南支部労務管理 ２．場 所：碧南商工会議所
講座
３．テーマ：「～事業場における健康管理のポイント～」
４．講 師： 碧南市医師会 医学博士 竹内元一氏
１．月 日：平成２６年２月２１日（金）
５．参加者：１６名
・刈谷支部労務管理 ２．場 所：刈谷商工会議所
講習会
３．テーマ：「新たな労災」リスクに備える！～あなたの会社は大丈夫！？～
４．講 師：特定社会保険労務士 大参直子氏
１．月 日：平成２６年３月６日（木）
２．場 所：高浜市商工会
３．出席者：６名
４．議 題：(1)支部内工場見学会(仮称)について
・高浜支部役員会
(2)平成25年度事業報告並びに平成26年度事業計画について
(3)創立40周年表彰候補者について
(4)平成26年度優良事業所見学会候補地について
１．月
２．場
４．議
５．講
１．月
２．場
４．議

３．総務部会
事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年６月２７日（木）
２．場 所：㈱ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：１０名
・部 会
４．議 事： （１）部会長挨拶
(兼創立４０周年記念
（２）監督署あいさつ・情報提供
事業統括委員会)
（３）総務部会事業内容について
（４）創立４０周年記念事業について
（５）その他
・ ４月度： ４月１２日（金） ・５月度会報内容の検討
・ ５月度： ５月１３日（月） ・６月度会報内容の検討
・ ６月度： ６月１２日（水） ・７月度会報内容の検討
・ ７月度： ７月１２日（金） ・８月度会報内容の検討
・ ８月度： ８月 ９日（金） ・９月度会報内容の検討、・優良工場見学会先について
・ ９月度： ９月１２日（木） ・10月度会報内容の検討
・会報会議
・10月度：１０月１５日（火） ・11月度会報内容の検討
・１１月度：１１月１２日（火） ・12月度会報内容の検討 、来年度会報表紙の検討
・１２月度：１２月１２日（木） ・１月度会報内容の検討
・ １月度： １月１４日（火） ・２月度会報内容の検討
・ ２月度： ２月１２日（水） ・３月度会報内容の検討
・ ３月度： ３月１２日（水） ・４月度会報内容の検討
１．月 日：平成２６年１月１６(木)・１７日（金）
・優良事業所見学会 ２．見学先：オムロン㈱綾部事業所
３．参加者：３８名
１．月 日：平成２６年２月１３日（木）
・部 会
２．場 所：㈱ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：１５名
(兼創立４０周年記念 ４．議 事： （１)３月・４月理事会および定時会員総会次第について
事業統括委員会)
（２）平成２６年度事業実施状況および来年度の方針・事業計画について
（３）協会創立４０周年記念行事について
（４）その他
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事業名

実

施

内

容

・創立４０周年記念事業 １．月 日：平成２５年４月２日（火）
作業部会関係
２．場 所：㈱ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 「ういず」４階４０５会議室

①表彰部会

②記念誌部会

４．議
１．月
２．場
４．議
１．月
２．場
４．議
１．月
２．場
４．議
１．月
２．場
４．議
１．月
２．場
４．議
１．月
２．場
４．議
１．月
２．場
４．議

３．出席者：１３名
事：表彰者選定ガイドラインについて
日：平成２５年４月１０日（水）
所：㈱ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：６名
事： （１)表彰者選定ガイドラインについて （２）表彰者選定要領について
日：平成２５年１１月５日（火）
所：㈱ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：７名
事：表彰者の選定について
日：平成２６年２月６日（木）
所：㈱ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 「ういず」５階５０３会議室
３．出席者：１１名
事：表彰推薦者（案）の決定について
日：平成２５年５月８日（水）
所：㈱豊田自動織機 １０３応接室
３．出席者：６名
事：記念誌の骨子（案）と役割分担について
日：平成２５年８月７日（水）
所：㈱豊田自動織機 １０３応接室
３．出席者：６名
事： （１)データの確認依頼について （２）資料の雛形検討について
日：平成２５年９月１３日（金）
所：㈱豊田自動織機 １０３応接室
３．出席者：６名
事：入力したデータの誤字・脱字、体裁等の確認について
日：平成２５年１１月２１日（木）
所：㈱豊田自動織機 １０３応接室
３．出席者：６名
事： （１)入力したデータの確認について

１．月
③記念行事部会 ２．場
４．議
１．月
２．場
海外視察結団式
４．内

海外視察

４．安全部会
事業名

・安全週間説明会

日：平成２５年４月１７日（水）
所：アイシン精機㈱応接室
３．出席者：６名
事： （１)記念行事への提案について （２）記念誌等についての意見調整
日：平成２５年１０月２１日（月）
所：トヨタ車体㈱刈谷研修所
３．出席者：２０名
容：（１)視察の目的・概要、注意事項の説明
（２）団長等の選出と各グループ編成・役割について
１．月 日：平成２５年１２月１０日（火）～１５日(日)
２．見学先：仁科ベトナム
３．参加者：２０名
NHK SPRING THAILAND
SARAYA MFG.(THAILAND)

実
施
内
容
１．月日、場所、参加者：平成２５年６月４日（火） 安城市文化センター（安城地区） ９２名
６月５日（水） あいち産業科学技術総合センター
（刈谷・知立・高浜地区） １２９名
６月６日（木）碧南商工会議所（碧南地区） ４０名
２．内 容： （１）各支部長挨拶
（２）「最近の労働基準行政について」
刈谷労働基準監督署 野原署長
（３）「第１２次労働災害防止計画について」
刈谷労働基準監督署 山内安全専門官
（４）「安全週間実施要綱について」
刈谷労働基準監督署 鈴木第二方面主任監督官
（５）「からだの健康は歯と歯ぐきから」 歯科衛生士 遠藤信子
（６）「保健センターからのお知らせ」(安城会場のみ)
安城市保健センター 稲垣氏
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事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年６月１３日（木）
２．場 所：㈱ジェイテクト「ういず」４階４０５会議室
３．出席者：1２名
４．議 事： （１）部会長挨拶
・部 会
（２）自己紹介
（３）監督署あいさつ、情報提供
（４）平成２５年度労働災害防止講習会のテーマについて
（５）平成２５年度事業計画、役割分担について
１．月 日：平成２５年７月３日（水）
２．場 所：日本特殊陶業市民会館
・愛知産業安全衛生 ３．参加者：１,２８０名（刈谷管内からは１５２名参加）
大会
＊事例発表 「６５歳まで働ける生産ラインづくり」
全豊田安全衛生研究会 (㈱豊田自動織機 主担当員 秋元友勝氏)
＊平成２５年度安全衛生表彰
１．月 日：平成２５年１０月２４日（木）
２．場 所：あいち産業科学技術総合センター ３．参加者：２２３名
４．内 容： （１）安全部会長、監督署長挨拶
（２）説明「食品加工用機械等の安衛則の改正について」
刈谷労働基準監督署 鈴木第２方面主任監督官
・労働災害防止講習
会
「管内の災害発生状況と労働災害未然防止について」
刈谷労働基準監督署 山内安全専門官
（３）事例発表「リスクアセスメントの取り組みについて」
サンエイ㈱
主査 野々山好一氏
㈱ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ安城事業所 室長 山本芳樹氏
５．衛生部会
事業名

・部

会

・衛生週間説明会

・労働衛生講習会

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年６月２４日（月）
２．場 所：㈱ジェイテクト ういず４階４０５会議室
３．出席者：1２名
４．議 事： （１）部会長挨拶
（２）自己紹介
（３）監督署あいさつ、情報提供
（４）衛生週間説明会・労働衛生研究会のテーマについて
（５）平成２５年度事業計画及び役割分担について
１．月日、場所、参加者： 平成２５年９月３日（火） 安城市文化センター
８７名
９月４日（水） あいち産業科学技術総合センター
（刈谷・知立・高浜地区）
１３８名
９月５日（木） 碧南商工会議所 （碧南地区） ５０名
２．内 容： （１）各支部長挨拶
（２）「最近の労働基準行政について」
刈谷労働基準監督署 野原署長
（３）「衛生週間実施要綱について」
刈谷労働基準監督署 鈴木第２方面主任監督官
（４）「特化則等の改正について」 (刈谷・安城会場)
「健康管理のポイント」 (碧南会場)
刈谷労働基準監督署 早野衛生専門官
（５）「メンタルヘルスの取り組みについて」
トヨタ車体㈱ 臨床心理士 サンエイ㈱・㈱豊田自動織機 保健師
１．月 日：平成２５年１２月２日（月）
２．場 所：あいち産業科学技術総合センター
３．参加者：１９２名
４．内 容： （１）衛生部会長、監督署長挨拶
（２）説明「洗浄又は払拭の業務における化学物質のばく露防止対策の概要」
刈谷労働基準監督署 早野衛生専門官
（３）説明「ソニーク゜ループにおける化学物質管理のご紹介」
ソニーコーポレートサービス㈱ 大森 稔氏
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事業名

実
施
内
容
（４）講演「働く人のさまざまなうつ病
～事例を通して学ぶ、最近の傾向と職場に求められる対応」
産業医 渡邊 美寿津氏
（５）衣浦東部保健所からのお知らせ

・労働衛生講習会

６．労災部会
事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年６月１３日（木）
・労働保険年度
２．場 所： 岡崎市シビックセンター
３．出席者：２１名
更新説明会 ４．内 容： （１）労災保険年度更新方法について説明
刈谷労働基準監督署 織田労災課長
１．月 日：平成２５年６月１９日（火）
２．場 所：㈱ジェイテクト ういず４階４０５会議室
３．出席者：８名
４．議 事： （１）部会長挨拶
（２）自己紹介
・部 会
（３）監督署あいさつ、情報提供
（４）平成２５年度労災保険実務講習会のテーマについて
（５）平成２５年度事業計画及び役割分担について
（６）その他
１．月 日：平成２５年１１月７日（木）
２．場 所 ：碧南商工会議所
３．参加者：１９０名
４．内 容： （１）労災部会長、監督署長挨拶
・労災保険実務講習会
（２）説明「最近の労災請求事案について」
刈谷労働基準監督署 織田労災課長
（３）講演「労災トラブルに学ぶ正しい労災手続きについて」
東海労働経済研究所 所長 小栗利治氏
７．労務・教育部会
事業名
１．月
２．場
４．議
・部

会

１．月
２．場
４．内
・労務管理講習会

１．月
２．場
４．内
・労務管理講習会

実
施
内
容
日：平成２５年６月１０日（月）
所：㈱ジェイテクト ういず４階４０５会議室
３．出席者：１０名
事： （１）部会長・監督署次長挨拶
（２）自己紹介
（３）監督署あいさつ、情報提供
（４）平成２５年度事業方針・労務管理講習会のテーマについて
（５）平成２５年度事業の役割分担について
（６）平成２５年度教育受講者実績と今後の予定
日：平成２５年８月８日（木）
所：あいち産業科学技術総合センター
３．参加者：１９０名
容： （１）教育部会長、監督署長挨拶
（２）「相談実例からみた失敗しないための労働基準法の基本について（その２）」
刈谷労働基準監督署 祖父江第一方面主任監督官
（３）「組織力を上げるコミュニケーション」 ～パワハラにならない叱り方～
磯部法子社会保険労務士事務所 代表 磯部法子
日：平成２６年２月７日（金）
所：あいち産業科学技術総合センター
３．参加者：２００名
容： （１）教育部会長、監督署長挨拶
（２）「相談実例からみた失敗しないための労働基準法の基本について(その３）」
刈谷労働基準監督署 祖父江第一方面主任監督官
（３）講演「職場のメンタルヘルス ～再休職を防ぐ復職支援～ 」
愛知淑徳大学大学院 教授 古井 景氏
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