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茨城衛生管理者協議会・活動の流れ 

平成 16 年度～平成 28 年度まで 

年度 開催年月日 区 分  参加会員数 会  場 内  容 講師名等 

16 17.1.28（金） 第一回研修会 150 
三の丸ホテル 

3F ｼﾞｪﾝﾃｨｰﾙ 

来賓挨拶： 

【茨城衛生管理者協議会趣旨説明】： 

【講 演】 

1.「労働安全衛生システムについて」 

2.「労働者の健康を取り巻く最新の動向について」 

3.「茨城県における健康づくりに係る取り組み等 

について」  

茨城労働局長 

茨城労働局 労働基準部 安全衛生課長 

 

労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ： 小澤 清 

茨城産業保健推進ｾﾝﾀｰ所長：村上 正孝 

＜茨城県保健福祉部＞ 

・保健予防課・食の安全対策室 

17 

17.7.25（月） 第二回研修会 80 
茨基連 

中央技能研修所 

来賓挨拶： 

【講 演】 

1.「ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策支援事業について」 

 

2.「効果的な衛生管理を行うための職場巡視」 

 

その他：「参加アンケート」の実施（回収：70 名） 

茨城労働局 労働基準部 安全衛生課長 

 

中央労働災害防止協会 

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ推進員：野田 悦也 

日本産業衛生学会衛生技術部会 

労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：井上 温 

18.3.3（金） 第三回研修会 54 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

1.「改正労働安全衛生法の説明」 

2.グループ討議（衛生委員会の進め方について等 ） 

 

その他：「アンケート」の実施（回収：38 名） 

茨城労働局 労働基準部 安全衛生課長 

同局  地方労働衛生専門官：山崎 宏 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事：武田 繁夫 
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年度 開催年月日 区 分  参加会員数 会  場 内  容 講師名等 

18 

18.8.24 講習会 21 
茨城県産業会館 

中会議室 B 

【新任衛生管理者基本講座（その 1）】 

「労働衛生の考え方進め方」 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事：武田 繁夫 

18.10.19 講習会 20 同上 
【新任衛生管理者基本講座（その 2）】 

「健康診断と事後措置」 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事：武田 繁夫氏 

18.11.20 
通信調査 

（発送数：197） 

（回収数） 

100 

 

 

高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴う特定健

康診査・特定健康指導の実施に対応し、新たな健康診断

に対する衛生管理者の意見を伺うもの。 

【件名】「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の項目 

及びその結果の取扱いについての調査」 

産業医科大学 産業保健管理学教室（掘江 正

知 教授）からの依頼アンケート調査 

 

19.1.16（火） 第四回研修 74 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

【講 演】 

1.「行政が出している、通達指針等の理解に役立つもの」  

 

2.「ガムを使用した口腔機能検査」 

3. 「ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策支援事業説明」 

 

4.「茨城産業保健推進ｾﾝﾀｰの案内」 

5.「医師の面接指導について」 

茨城労働局 労働基準部 安全衛生課長 

 

産業医科大学   産業生態科学研究所 

           教授：堀江 正知 

茨城県歯科医師会：戒田 敏之 

中災防  ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ推進員：野田 悦也 

＜茨城産業保健推進ｾﾝﾀｰ＞ 

副所長: 菊地 信明 

  所 長: 小林 敏郎 

19.2.15 講習会 21 
茨城県産業会館 

中会議室 B 

【新任衛生管理者基本講座（その 3）】 

「衛生管理者による職場巡視」 

 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事：武田 繁夫 
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年度 開催年月日 区 分  参加会員数 会  場 内  容 講師名等 

19 19.11.22（木） 第五回研修会 63 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

【講 演】心と体の健康づくり（THP）の推進について 

1.「THP 指針の見直しについて」 

2.「事業場が自立的に健康づくりを継続するための健康

指導」 

3.「THP ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ事業の周知広報について」 

 

4.「過重労働による健康障害防止対策の手引きについ

て」（過重労働による健康障害から従業員を守るために） 

5.「衛生管理者の職務と能力向上等について」 

茨城労働局長 浅田 和哉 

 

局  地方労働衛生専門官：瀧川 福美 

牛久愛和総合病院 ｽﾎﾟｰﾂﾘﾗｯｸｽ部 主任 

健康運動指導士ﾍﾙｽｹｱﾘｰﾀﾞｰ： 北川 裕基 

中災防 健康確保推進部： 伊禮 敦子 

 

 

＜茨城衛生管理者協議会＞ 

代表幹事： 武田 繁夫 

20 21.1.15（木） 第六回研修会 64 同上 

来賓挨拶： 

1.【講 演】 

「新型インフルエンザの対策について」 

2.【事例発表】 

「新型インフルエンザの我が社の取り組み」 

3.【説 明】 

「 改正 THP 指針・THP と特定保健指導の関係について」 

「THP ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ事業の周知広報について」 

4.【グループ討議】 

（・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの取組みについて、・技能の伝承について、 

・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽの取り組みについて、・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（特定健診等）

対策について） 

茨城労働局 労働基準部 安全衛生課長 

茨城県保健福祉部保健予防課 

  健康危機管理対策室長 入江ふじこ 

住友金属工業㈱ 鹿島製鉄所  

安全健康室長： 馬場 信次  

  

茨城労働局 地方労働衛生専門官 栗原 由明 

中災防 健康確保推進部専門役：伊禮 敦子 

 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事： 武田 繁夫 
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年度 開催年月日 区 分  参加会員数 会  場 内  容 講師名等 

21 21.9.24（木） 第七回研修会 140 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

【講 演】 

「新型インフルエンザの対策について」 

【事例発表】 

「新型インフルエンザの取組」 

 

【グループ討議】 

   「新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ」に関して 

【ｱﾝｹｰﾄ】件名：「中小企業のための新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策研修」 

※回収 118 件 

茨城労働局労働基準部安全衛生課長 

 

茨城県保健福祉部保健予防課 

健康危機管理対策室長：入江ふじこ 

・㈱ｶｽﾐ ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括室 

ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 生熊 仁 

・日立化成工材㈱ 事業支援部環境安全ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ 部長代理： 栗本 俊哉 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事： 武田 繁夫 

22 

22.11.30（火） 

第八回研修会 

（茨城県快適職場

推進大会と併催） 

92 ﾎﾃﾙﾚｲｸﾋﾞｭｰ水戸 

来賓挨拶： 

【事例発表】 

「快適職場調査への取組み」 

【特別講演】 

「職場における心の健康問題に対する考え方」 

～就労支援、職場復帰支援を中心に～ 

茨城労働局労働基準部安全衛生課長 

竹本容器㈱ 品質保証部 

品質管理課主任：軽部 隆 

筑波大学大学院 人間総合科学研究所 産

業精神医学・宇宙医学ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：友常 祐介 

23.1.20（木） 第九回研修会 63 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

【講 演】 

1.「定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組

みの推進について」 

2.「衛生管理者のためのリスクアセスメント」 

   ～職場の健康リスクについて 

茨城労働局労働基準部安全衛生課長 

 

茨城労働局  

地方労働衛生専門官： 大津徳男 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事： 武田 繁夫 
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年度 開催年月日 区 分  参加会員数 会  場 内  容 講師名等 

23 23.10.25（火） 第十回研修会 64 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

【講 演】 

1.「放射線と健康への影響について」 

―地震による原発事故から― 

2.「職場の実践的メンタルヘルス対策」 

～労務管理と健康管理の連携～ 

茨城労働局 労働基準部 健康安全課長 

 

日本原子力研究開発機構 核燃料ｻｲｸﾙ工学研

究所      保安管理部長： 青木 義一 

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 助教 

労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ： 友常 祐介 

24 24.12.6（木） 
第十一回 

研修会 
38 同上 

来賓挨拶： 

【講 演】 

1.「健診後の事後措置の重要性」 

2.「メンタルヘルス」 

【グループ討議】 

1.健診後の事後措置について 2.メンタルヘルス関係 

茨城労働局 労働基準部 健康安全課長 

＜茨城産業保健推進ｾﾝﾀｰ 相談員＞ 

西宮医院副院長：西宮 常代 

山村医院院長： 山村 邦男 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事： 武田 繁夫 

25 25.10.7（月） 
第十二回 

研修会 
37 同上 

来賓挨拶： 

【講 演】 

 

1.「感染症等について」 

2.「新型インフルエンザ対策特別措置法について」 

【事例発表】 

「我が社における新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対応・取組について」 

 

【グループ討議】 

（事業場での労働衛生活動の問題点について） 

茨城労働局 労働基準部 健康安全課長 

茨城県 保健福祉部 保健予防課 健康危機

管理対策室  

主任：栗田 順子 

         主任：佐藤 俊夫 

 

 

㈱日立製作所 水戸健康管理センタ 

主任医長：中谷 敦 

 

＜茨城衛生管理者協議会＞  

代表幹事： 武田 繁夫 
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年度 開催年月日 区 分  参加会員数 会  場 内  容 講師名等 

26 27.1.19（月） 第13回研修会 56 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

【講 演】 

1.「改正労働安全衛生法の概要」 

2.「衛生管理者のためのリスクアセスメント」 

3. 事例発表：「化学物質の管理」  

  

4.「衛生管理者のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ活動についてのアンケート調査結果」

について 

【併催】受動喫煙防止セミナー（全基連受託事業） 

講師：筑波労働ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所 

茨城労働局労働基準部 青山健康安全課長  

 

茨城労働局労働基準部 青山健康安全課長 

武田労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所長 武田繁夫氏 

新日鐵住金㈱鹿島製鉄所  

安全環境防災部長  坂井 憲 氏 

全国衛生管理者協議会  

事業検討委員 武田 繁夫 氏 

労働安全・衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岩崎 芳明 氏 

27 

27.10.7（水） 第14回研修会 64 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

【講 演】 

1.「ストレスチェック制度における衛生管理者の役割」 

 

2.事例発表：「サイルク研におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽへの取り組み」  

3.ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議：「ストレスチェック制度にどう取り組むか」 

茨城労働局労働基準部 工藤健康安全課長 

㈱日立製作所 水戸健康管理センタ長 

医師  中谷 敦 氏 

 

日本原子力研究機構核燃料ｻｲｸﾙ工学研究所 

保安管理部専任安全衛生管理者 

水谷 啓一 氏 

28.2.29（月） 第15回研修会 114 

茨基連 

中央安全衛生教育

センター 

来賓挨拶： 

【講 演】 

1.「化学物質のﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄの概要」（関係法令・指針など） 

 

2.化学物質の知識 

3.化学物質のリスクアセスメントの手法 

茨城労働局労働基準部 工藤健康安全課長   

 

茨城労働局労働基準部 中島労働衛生専門官 

 

日本作業環境測定協会北関東支部 

作業環境測定士  小川 悟  氏 
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年度 開催年月日 区 分  参加会員数 会  場 内  容 講師名等 

28 

28.11.15（火） 第16回研修会 105 
茨城県産業会館 

2F 大会議室 

来賓挨拶： 

【講 演】 

 

1.「ストレスチェック制度」  

  

2.「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイ 

ドラインについて」 

茨城労働局労働基準部 工藤健康安全課長  

 

産業カウンセラー 鈴木弘美氏 

衛生管理者    石川 秀明 氏 

 

茨城労働局労働基準部 大津健康安全課補佐 

28.12.1（木） 
（第 2 回目）

研修会 
132 

ワークプラザ 

多目的ホール 

 

       同 上 

 

       同 上 

 


