◎千葉県衛生管理者協議会の例会活動記録
実施日時

特別講演内容

班別討議内容

平成 22 年 「これからの衛生管理者に期待されること」
３月 12 日
三菱化学㈱人事部健康支援センター
武田 繁夫氏

平成 22 年 「衛生委員会活性化のための衛生管理者の役
８月 20 日 割」
安全衛生バトン会 菊池 昭氏

平成 23 年 「これからの衛生管理者に期待されること」
２月９日
労働衛生コンサルタント 國吉 重徳氏

平成 23 年 「衛生管理者の実務」
９月 20 日
三菱化学㈱人事部健康支援ｾﾝﾀｰ
武田 繁夫氏

平成 24 年 「労働安全衛生行政の今昔」
２月６日
千葉労働局健康安全課長 稲垣

１労働衛生管理計画
２衛生委員会
３健康診断のあり方
４健康診断の事後措置
５過重労働対策
６メンタルヘルス対策
７休職者の復職時の対応
８職場巡視
１（安全）衛生委員会
２健康診断とその事後措置
３過重労働・メンタルヘル
ス対策
４職場巡視
５機能する安全衛生委員会
をつくるための衛生管理
者の役割
１メンタルヘルス対策と休
職者の復職時の対応
２過重労働対策と衛生管理
者の役割
３健康診断とその事後措置
４職場巡視のあり方
１メンタルヘルス対策と衛
生管理者の役割
２夏場の節電対策・熱中症
対策と衛生管理者の役割
３作業環境改善
４衛生管理者の職場巡視の
あり方
なし

参加
人数
78 人

35 人

34 人

30 人

52 人

寛孝氏

「衛生管理者の職場巡視並びに日常業務の実
務」
ニコンビジネスサービス 對木 博一氏
平成 24 年 「タバコの煙のない環境を～受動喫煙防止対 なし
８月 28 日 策」
タバコを考える会千葉・代表世話人
大谷 美津子氏
「安全衛生保護具を正しく使っていますか」
十文字学園女子大学院教授 田中 茂氏

53 人

平成 25 年 「メンタルヘルス対策～具体的事例を中心に １健康診断とその事後措置 29 人
２月５日 ～」
２メンタルヘルス対策
千葉県産業保健推進ｾﾝﾀｰ研究室
３職場巡視
中田暁氏
平成 25 年 「第１２次労働災害防止計画と衛生管理者」
なし
８月 19 日
千葉労働局健康安全課長 但馬 明雄氏
「実践から学ぶ衛生管理」熱中症対策、腰痛対
策、VDT 作業管理を中心としてー
HOYA㈱HOYA ｸﾞﾙｰﾌﾟ OSH 推進室環境・安全
衛生ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 神津 進氏
平成 26 年 「衛生管理者の職場巡視」
１笑いとコミュニケー
２月 14 日
(一財)君津健康ｾﾝﾀｰ産業保健部長・医師
ション
山瀧 一氏
２受動喫煙防止対策
３健康診断とその事後措置
４過重労働対策
５職場巡視
平成 26 年 「最近の労働安全衛生行政」
なし
８月 20 日
千葉労働局健康安全課主任安全専門官
八木 直樹氏
「労働衛生は今、人を看る・・・意識革命！生
業の維持へ あれこれと」
労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大道 正義氏
平成 27 年 「働く女性の母性保護・母性健康管理に必要な なし
２月 12 日 知識」
千葉産業保健総合支援ｾﾝﾀｰ
産業保健相談員 斎藤 信彦氏
「最近の労働安全衛生行政」
千葉労働局健康安全課長 但馬 明雄氏
「職場の士気を高める労務管理」と「休暇制度」
(公社)全基連千葉県支部事務局長
加瀬 修氏
平成 27 年 「ストレスチェック制度」
１メンタルヘルス対策
８月 20 日
千葉労働局健康安全課労働衛生専門官
２女性労働者の就業環境
磯野 宗徳氏
３過重労働対策
４職場巡視のあり方
平成 28 年 「最近の労働安全衛生行政」
なし
２月 12 日
千葉労働局健康安全課長 西岡 正純氏
「健康づくり＋コミュニケーション＝ヘルシ
ーマイレイジ合戦」
三井化学㈱市原工場健康管理室
衛生管理者 近藤 薫氏
「メンタルヘルスから読み解く昔話シリーズ
Ⅰ・Ⅱ」
三井化学㈱市原工場健康管理室産業医
村田 陽稔氏

51 人

33 人

56 人

56 人

35 人

41 人

平成 28 年 「最近の労働安全衛生行政」
９月７日
千葉労働局健康安全課長 遠藤 光氏
「職場における受動喫煙防止対策の実際」
古河電気工業㈱総務・ＣＳＲ本部産業医
幸地 勇氏

平成 29 年 「最近の労働安全衛生行政」
２月 10 日
千葉労働局健康安全課長 遠藤 光氏
「災害事例と作業環境改善」
労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 清宮 昭夫氏
「データヘルス、コラボヘルス」
産業医・労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 永島 昭司氏
平成 29 年 「最近の労働衛生行政」
９月 12 日
千葉労働局健康安全課衛生専門官
内 耕一氏
「健康経営時代に必要な健康管理」
イオン㈱グループ人事部イオングル―プ統括
産業医 増田 将史氏
平成 30 年 「作業環境測定について」
２月 13 日
千葉大学大学院医学研究院
環境労働衛生学教授 諏訪園 靖氏
「労基法・安衛法・労災法における視点と相違
点～過重労働対策を中心に〜」
労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 飯島 正三氏
平成 30 年 「誰でも陥るメンタル不調」
９月 10 日
ﾒﾝﾀﾙﾚｽｷｭｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ,産業ｶｳﾝｾﾗｰ,心理相談員
堀内 和史氏

１職場のメンタルヘルス対 31 人
策
２女性労働者の就業環境
３過重労働対策
４衛生管理者の職場巡視の
あり方
５職場の受動喫煙防止対策
なし
49 人

なし

47 人

なし

46 人

１職場のメンタルヘルス対 48 人
策
２上司部下とのコミュニ
ケーション
３働き方改革と労働衛生管
理の取組（含む過重労働
対策）
４衛生管理者の職場巡視の
あり方
平成 31 年 「働き方改革関連法の改正と課題」－勤務間イ なし
66 人
２月 12 日 ンターバルで健康確保－
千葉県労働基準協会連合会 専務理事
加瀬 修氏
「労働衛生管理（作業環境管理）作業環境改善
の方法と実際」
興研株式会社 労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
上福元 清隆氏

令和 1 年
8 月 23 日

令和 3 年
3月1日

「労働衛生の歴史から見た労働衛生活動の現 なし
代的意義」－現状・課題・方向性－
千葉産業保健総合支援センター 所長
能川 浩二氏
「法改正による働き方改革と産業医・産業保健
機能の強化について」
労働衛生コンサルタント
稲垣 寛孝氏
「職場におけるハラスメント防止について」
なし
-パワーハラスメント防止の法制化をうけて労働衛生コンサルタント
田原 さえ子氏
「あなたとあなたの大切な人へ「ご健康に！」
そして、ご健幸に！」
-産業看護の視点から古河電気工業株式会社 千葉事業所 保健師
鶴岡 寛子氏

67 人

23 人

