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令和３年度事業報告 

 

Ⅰ 概要 

（１）啓発事業について 

２年ぶりに岐阜県産業安全衛生大会を１０月６日に大垣市で開催しました。 

    また、働き方改革や労働災害防止に係る説明会やセミナーを各地区協会等との共催

で１７回実施しましたが、緊急事態宣言の影響もあり一部中止したものがありました。 

    新はつらつ職場づくり宣言について、令和３年度の宣言事業場数は１３７社と令和

２年度の９１社から増加しました。 

（２）教育講習事業について 

法令改正に対応するため講習回数を大幅に増やし、全講習会の計画回数７１回、計

画受講者数３，８７４人のところ、実施回数１１５回、受講者数５，３８９人と大幅

な増加になりました。収入は大きく増加していますが、コロナ対応によりほとんどの

会場で定員に制約があるため、講習会に要する費用の増加も大きなものとなりました。 

（３）その他の事業について 

   安全衛生優良事業場に対する連合会長表彰を岐阜県産業安全衛生大会において実施

したほか、中災防事業、全基連事業を概ね計画通りに実施しました。 

   広報誌「濃飛」は年４回の発行を行いました。 

 

Ⅱ 普及啓発事業の実施状況 

１ 働き方改革や労働災害防止に係る啓発事業 

（１）岐阜県産業安全衛生大会を大垣労働基準協会、ぎふ綜合健診センターと共催で開

催しました。岐阜労働局長表彰及び連合会長表彰を行ったほか、以下の講演等を行

いました。また、大会前には１０月１日に着任された大地岐阜労働局長と連合会役

員との意見交換を行いました。 

開催日 １０月６日 開催場所 大垣市情報工房スインクホール 

参加者 １２３名 ネット視聴２０名 

   ① 演題 労働者の安全と健康の確保について 

     講師 岐阜労働局 中野健康安全課長  

② 特別講演 演題 アンガーマネジメントでつなぐ働く人の安全と健康づくり 

          講師 アンガーマネジメントファシリテーター 千原圭子氏 

（２）６月３日に岐阜労働局長より「死亡労働災害撲滅へ向けた緊急要請」を受け、６

月８日に全会員あてこの要請を送付し、傘下会員（約７,０００事業場）への周知や

HP広報等を行いました。 

（３）岐阜労働基準協会（岐阜署）と共催で「ニューノーマル時代の多様な働き方セミ

ナー」を令和４年１月２４日に予定していましたが、新型コロナ感染拡大のため会

場での開催は中止し、ユーチューブ配信しました。     
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（４）大垣労働基準協会（大垣署）と共催で以下のセミナー等を開催しました。 

  ① 全国安全週間準備講習会 

開催日 ６月３日  開催場所 大垣市情報工房スインクホール 

    参加者 ８３名 

    演題 全国安全週間の取組について 

    講師 大垣労働基準監督署 安全衛生課長  

② 2021年度労働災害防止研修会 

    開催日 １２月２日  開催場所 大垣市情報工房スインクホール 

    参加者 ４５名 

    演題 年末年始無災害運動の取組について 

    講師 大垣労働基準監督署 安全衛生課長  

（５）飛騨地区労働基準協会連合会（高山署）と共催により以下のセミナー等を 

  開催しました。 

① 飛騨地区建設工事関係者連絡会議 

      開催日 ６月１１日 開催場所 飛騨・世界生活文化センター 

      参加者 ２８名 

      演題 働き方改革関連法の概要と取組事例について 

     講師 高山労働基準監督署 監督課長 

      演題 安全衛生対策の推進に係る留意事項について 

     講師 高山労働基準監督署 安全衛生課長 

   ② 働き方改革＆メンタルヘルスセミナー 

     開催日 １１月１９日 開催場所 飛騨世界生活文化センター 

     参加者 ６０名  

     演題 労働相談の状況及び働き方改革の推進について 

     講師 高山労働基準監督署 担当官 

     演題 ゲートキーパーについて 

     講師 高山保健所 

     演題 みんなで考えるハラスメント研修会 

     講師 吉村社会保険労務士 

（６）東濃労働基準協会（多治見署）と共催により以下のセミナー等を開催しました。 

① 美濃焼の街 労働災害防止セミナー 

開催日 １０月２６日 開催場所 セラトピア土岐    参加者 ５３名  

      演題 陶磁器関連事業場におけるはさまれ、巻き込まれ災害の事例と対策 

     講師 多治見労働基準監督署 担当官 

      演題 粉じん障害防止対策及び窯業顔料や撥水材の取扱いについて 

     講師 多治見労働基準監督署 安全衛生課長  

② ぎふの「新しい働き方」セミナー 

     開催日 １２月９日 場所 セラトピア土岐 参加者 １４名 
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     演題 ぎふの「新しい働き方」について 

     講師 多治見労働基準監督署 担当官 

     演題 注目される働き方、働き方改革の進め方 

     講師 働き方改革推進支援センター講師 

（７）中濃労働基準協会（関署）と共催により以下のセミナー等を開催しました。 

① 関市プレス安全対策研究会 

    開催日 ８月３日 開催場所 わかくさプラザ 参加者 １７名 

      演題 最近の労働災害発生状況について 

      講師 関労働基準監督署 安全衛生課長 

② 改正特化則溶接ヒューム等説明会 

     開催日 ８月２４日 開催場所 わかくさプラザ 参加者 ７３名  

      演題 溶接ヒュームに係る濃度測定、有効な呼吸用保護具等 

      講師 中災防技術専門役 冨田幸生氏 

③ 外国人労働者に関する安全衛生・労務管理セミナー 

     開催日 １０月１２日  開催場所 わかくさプラザ 参加者 ５６名 

      演題 外国人労働者の安全衛生管理について 

      講師 外国人在留支援センター 滝澤成氏 

（８）恵那労働基準協会（恵那署）と共催により、以下のセミナー等を開催しました。

①  働く人の健康づくり推進研修会 

      開催日 ９月１７日 開催方式 緊急事態宣言によりズームで開催 

      案内送付数 ３２４名 

      演題 働き方改革と労働時間 

     講師 恵那労働基準監督署 担当官 

      演題 コロナ禍における職場のメンタルヘルスケア 

     講師 佐久大学看護学部准教授 朴 相俊先生  

  ② ぎふの「新しい働き方」セミナー（11月、12月分）（ズーム開催） 

    実施日 11月 17日、12月 21日 

    内容  新型コロナ感染症の影響を踏まえた労務管理 

        ぎふの「新しい働き方」について 

        同一労働同一賃金、ハラスメント対策 

  ③ 石綿障害防止講習会（ズーム開催） 

    実施日 11月 26日 

    内容  石綿障害防止について 

        働き方改革について 

  ④ 建設業の「新しい働き方」セミナー（ズーム開催） 

    実施日 令和 4年 1月 20日 

    内容  建設業に関する最近の動向・取組 

        建設業の現状と課題 
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        働き方改革関連法  

（９）岐阜八幡労働基準協会（岐阜八幡署）と共催により、以下のセミナー等を開催し

ました。 

  ① 金属アーク溶接等作業にかかる健康障害防止措置に関する説明会 

    開催日 10月 7日 場所 八幡地方合同庁舎  参加者 ９名     

    演題  特化則等改正のあらまし、働きやすい職場づくりに向けた労務管理 

    講師  岐阜八幡署 担当官 

    演題  溶接ヒュームの濃度測定と有効な呼吸用保護具の設定等  

    講師  中災防 衛生管理士 鹿島聡子氏 

  ② 令和 3年度スキー場労働災害防止、労務管理講習会 

    開催日 11月 19日 場所 たかす町民センター 参加者 １０名 

    演題  スキー場の労働災害防止について、働きやすい職場づくりに向けた労

務管理 

    講師  岐阜八幡署 担当官 

    演題  やってみよう リスクアセスメント 

    講師  中災防 安全・衛生エキスパート 鈴木達始氏 

  ③ 建築物等の解体・改修における石綿ばくろ対策等に関する説明会 

    開催日 令和 4年 1月 19日 場所 郡上市総合文化センター 参加者 ２７名  

    演題  解体・改修工事に対する石綿対策の規制 

        建設業の時間外労働の上限規制 

    講師  岐阜八幡署 担当官 

２ 新はつらつ職場づくり推進事業 

（１）岐阜労働局が行う「新はつらつ職場づくり推進事業」に協賛し、新はつらつ職

場づくり宣言の周知に努め、令和３年度は１３７事業場の宣言がありました（令

和２年度９１社）。    

 （２）１１月１６日に新はつらつ職場づくりセミナーを岐阜労働局と共催で開催し、

岐阜労働局から育児介護休業法等の改正内容の説明や元愛知労働局長君嶋護男氏

から「ハラスメントのない職場を目指して」と題する講演が行われました。１２

７名の出席がありました。 

    

 Ⅲ 教育講習に関する事業 

１ 登録教習機関としての事業 

各種技能講習、その他の講習を開催し、全講習会の計画回数７１回、計画受講者

数３，８７４人のところ、実施回数１１５回、受講者数５，３８９人と大幅な増加

になりました。（別紙１「令和３年度教育講習実績表」のとおり）。 

特に特定化学物質等作業主任者講習については、法改正に対応するため回数を大

幅に増やして実施した結果、計画１５回、８７９人受講予定のところ、４１回開催

し、２，３５６人の受講となりました。 
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２ 建築物石綿含有建材調査者講習の登録 

    岐阜労働局長に建築物石綿含有建材調査者講習の登録申請を行い、９月６日に登

録を受けました。第１回目の講習を令和４年１月に開催し、７７人の受講がありま

した。 

３ 出張免許試験について 

中部安全衛生技術センターと協力して岐阜県内で行う予定であった労働安全衛生

法に基づく免許試験（第１種衛生管理者免許試験他５試験）は中止となりました。 

 

Ⅳ その他の事業 

１ 表彰及び顕彰事業 

    １０月６日に開催した岐阜県産業安全衛生大会において、安全衛生活動に功績のあ 

った１５社と３名に対して連合会長表彰を行い、表彰状を授与しました。 

 新はつらつ職場づくり宣言を行った１３７事業場に対し、登録証と宣言書を額に収 

めて贈呈しました。 

２ 中央労働災害防止協会事業 

（１）全国産業安全衛生大会（東京開催）は現地とオンラインのハイブリッド開催で行

われました。連合会、地区協会等から参加勧奨も行い、参加事業場に対しては、助

成金の支給も行いました。 

   開催日 １０月２７日から２９日 

   岐阜県の参加者 ２４社 

（２）職場巡視セミナー（有料講習）を開催しました。 

   開催日 ６月１４日 場所 ワークプラザ岐阜 

   受講者 １７名 

   講義 職場巡視の意義と重要性他    演習 職場巡視の進め方 

講師 中災防中部安全衛生サービスセンター専門役 山口好孝氏   

 （３）危険予知訓練（KYT）1日研修会（有料講習）を実施しました。 

    開催日 １２月１６日  場所 ワークプラザ岐阜 

    受講者 ２１名  

    講義 ゼロ災運動のめざすもの 実技 KYT基礎４R法 

講師 中災防コーディネーター 大城保夫氏    

 ３ 全国労働基準関係団体連合会（以下全基連という。）事業 

（１）外国人技能実習制度関係者養成講習を全基連岐阜県支部として開催しました。     

開催日 ８月１０日 技能実習責任者講習 受講者２３名 

         ８月１１日 技能実習指導員講習 受講者２３名 

８月１２日 生活指導員講習 受講者１６名       

開催場所 ワークプラザ岐阜 

講師 全基連専属講師 西津康久氏  

        公益社団法人岐阜県労働基準協会連合会専務理事 
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（２）全基連が厚生労働省から受託した「大学生、高校生等を対象とした労働条件セ

ミナー事業」の中の「わかりやすい労働条件セミナー」を全基連岐阜県支部とし

て以下の学校で実施しました。講師は社会保険労務士谷口敏弘氏です。 

   開催日  ９月１０日 大原簿記専門学校 受講者３３名 

       １１月２６日 土岐紅陵高等学校 受講者３５名 

       １２月 ８日 岐南工業高等学校 受講者２６３名 

        １月１２日 土岐商業高等学校 受講者１６４名 

        １月１３日 武義高等学校   受講者７４名 

        １月２１日 下呂看護専門学校 受講者２１名 

        ２月１７日 岐阜県立衛生専門学校 受講者２０名 

（３）全基連が一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会から受託した「職場に

おける受動喫煙防止対策相談支援事業」による「受動喫煙防止セミナー」を開催し

ました。 

① 開催日 ８月２４日 場所 わかくさプラザ 参加者 ７３名 

演題 職場における受動喫煙防止対策について 

       講師 労働衛生コンサルタント笠原幸治氏 

       ② 開催日 令和４年２月４日 場所 大垣市情報工房スインクホール  

参加者 ５２名 

       演題 受動喫煙を防止するために 

       講師 労働衛生コンサルタント笠原幸治氏 

４ 広報誌の発行 

   会報「濃飛」を発行し、労働条件確保及び労働災害防止・健康保持増進に関し啓

発を行いました。 

４月１日号、６月１日号、９月１日号、１月１日号を発行しました。発行部数は 

７，４００部、地区協会、建設業労働災害防止協会岐阜県支部、陸上貨物運送事業

労働災害防止協会岐阜県支部、林業木材製造業労働災害防止協会岐阜県支部の会員

に対し配布しました。 

５ 各種会議、大会等への出席 

別紙２「令和３年度各種会議・講習会等一覧」のとおり 

   

Ⅴ 会議 

１ 第１回理事会（決算理事会）を６月７日に一般社団法人ぎふ綜合健診センターけん 

さんの館で開催しました。 

（１）決議事項は以下のとおりです。 

①令和２年度事業報告の承認、②令和２年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び

財産目録の承認、③寄付金の受入について、④監事監査報告、⑤専務理事の退職金

について、⑥専務理事の役員報酬について、⑦会計処理規定の変更について、⑧建

築物石綿含有建材調査者講習登録について、⑨令和３年度定時総会の開催について 
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（２）会長、副会長及び専務理事職務執行報告が行われました。 

２ 令和３年度定時総会を６月２３日に岐阜グランドホテルにおいて開催しました。 

（１）決議事項は以下のとおりです。 

①令和２年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認、②理事の選任

について、③監事の選任について、④専務理事の退職手当について、⑤専務理事の

報酬について 

（２）報告事項は以下のとおりです。 

①令和２年度事業報告について、②令和３年度事業計画について、③令和３年度収

支予算について、④令和３年度会員名簿について、⑤死亡労働災害撲滅へ向けた緊

急要請について、⑥令和３年度岐阜県産業安全衛生大会について 

３ 令和３年度第２回理事会を６月２３日に岐阜グランドホテルにおいて開催しました。 

  決議事項は以下のとおりです。 

①連合会長、副会長及び専務理事の選任について、②代表理事の選任について  

４ 令和３年度第３回理事会（決算理事会）を３月１１日に一般社団法人ぎふ綜合健診 

センターけんさんの館で開催しました。 

（１）決議事項は以下のとおりです。 

①令和４年度事業計画について、②令和４年度収支予算書について、③資金調達及

び設備投資の見込みについて、④経済産業省からの消費税転嫁に係る指導について   

（２）会長、副会長及び専務理事職務執行報告が行われました。 

５ Web 講習会システムに係る説明会を、令和３年１２月６日、令和４年２月２４日、

２５日に地区協会担当者を対象としてズームで行いました。 

６ 令和３年度連合会・地区協会連絡会議を令和４年３月２２日にぎふ綜合健診センタ

ーにおいて開催しました。 


