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令和３年度 事業報告 

自 令和３年４月 １日 

至 令和４年３月３１日 

 

一般社団法人半田労働基準協会 

 

Ⅰ 会員加入退会承認状況 

  令和３年４月１日現在    ８７１名 

  加 入        ５名 

  退 会       ２４名 

  令和４年３月３１日現在    ８５２名 

 

Ⅱ 会 議 

 １ 理 事 会      

   3． 4．23  第１５回 理事会  於 住吉福祉文化会館 

         出席者 ２７名  

   付議事項 （1）会員加入・退会承認について 

        （2）令和２年度事業報告並びに収支決算について 

        （3）令和３度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

（4）役員の選任について 

         (5) 常勤役員の賞与の支給について 

         (6) 定時会員総会の運営について 

         (7) その他 

   3．11. 16  第１６回 理事会  於 住吉福祉文化会館 

         出席者  ３０名 

   付議事項 （1）会員加入・退会承認について 

        （2）令和３年度事業報告（中間実施状況）について 

        （3）令和３年度予算執行状況（中間実施状況）について 

         (4) 優良従業員表彰選考並びに表彰式について 

         (5) 主催講習の実施状況について（中間報告） 

                 (6) 新年懇談会の開催について 

         (7) 新春安全祈願について 

         (8) その他 

 

 ２ 総   会      

   3． 6．29  定時会員総会   於  住吉福祉文化会館 

         出 席     ４６４名（うち委任状 ４２８名） 
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         下記事項承認可決 

        （1）令和２年度事業報告並びに収支決算承認について 

        （2）令和３年度事業計画(案)並びに収支予算（案）承認について 

（3）役員の選任について 

 (4) 常勤役員の賞与の支給について 

(5) その他 

３ 監 事 会      

   3． 4. 9  会計監査         於  当協会会議室 

              令和２年度の業務執行及び収支決算に関する経理事務・会計処理並びに 

公益目的支出計画実施報告書について監査を受ける。 

 ４ 部会役員会 

   3． 4．14  総務部会役員会    於  当協会会議室 

   協議事項 （1）令和２年度事業報告並びに収支決算について 

        （2）令和３年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

         (3) 役員の選任について 

         (4) 常勤役員の賞与の支給について 

         （5）定時会員総会について 

         (6) その他 

3． 5. 11     安全衛生部会役員会   

   協議事項  (1) 半田管内安全衛生大会の開催について 

        （2）一日安全管理者任命式並びに優良事業場見学について 

                 (3) 全国安全週間周知のためのポケットティッシュの配布について 

        （4）その他 

５ 支部長役員会 

    3．12．17  支部長役員会     於  当協会会議室 

         出席者 １１名  

   協議事項 （1）監督署、安定所両署所長からの行政情報説明 

        （2）支部活動費交付 

         (3) 意見交換 

６ 各支部役員会  

      4. 2 ～ 4. 3   

                 新型コロナウイルス感染防止のため中止 

          一部支部において書面決議 

７ 公益社団法人愛知労働基準協会関係 

   3.  6． 2  定時会員総会      於 名鉄グランドホテル 

   議 事  （1）２０２０年度事業報告及び貸借対照表・正味財産増減計算書、 

           財産目録等 

         (2) 役員選任 

         (3) 常勤役員の報酬 

              (4) 第８２回（２０２３年度）全国産業安全衛生大会等愛知開催への協力 
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      報 告  ２０２１年度事業計画及び収支予算 

   3. 7. 6  ２０２１年度愛知産業安全衛生大会 於 日本特殊陶業市民会館 

         新型コロナウイルス感染防止のため１１月２４日に延期 

   3. 8.  2  第２８回事務局責任者会議    於 セントレイクレノン錦 

   内 容  （1）特別教育等受講料価格改定について 

         (2) 各種修了証の写真添付の必要性について 

        （3）各種セミナーの開催について 

         (4) 消費税転嫁対策特別措置法に基づく中小企業庁長官の指導への対応に 

           ついて 

        （5）「１００円労災保険」の加入勧奨について 

         (6) その他 

  3．10．27  第８０回全国産業安全衛生大会ｉｎ東京    

      ～29   管内参加者 ５６名 

         現地開催とＷＥＢ視聴のハイブリッド方式により開催 

    特別講演 「笑顔の日本語～ユーモアコミュニケーション～」 

         落語家 三遊亭 円楽 氏 

    研究発表   「ゼロから始めるＪＩＳＱ４５１００」 

         日本製鉄株式会社名古屋製鉄所 中島 弘喜 氏 

3. 11. 24  ２０２１年度愛知産業安全衛生大会 於 名古屋市公会堂 

            第１部 表彰式 厚生労働大臣奨励賞 

          株式会社ジャパンディスプレイ東浦工場 

           知多郡東浦町緒川字上舟木５０ 

         第２部        

   基調講演   「労働安全衛生行政の動向について」 

                 愛知労働局 労働基準部長 岡田 直樹 氏 

   事例発表  「シニア世代にも優しい職場を目指して」 

           ＪＦＥスチール株式会社知多製造所 

 総務部安全健康室長 菅野 康二 氏 

   特別講演   「生涯現役時代のおもしろ健康科学～コロナ禍の健康法～」 

株式会社運動医科学研究所所長 

 京都大学名誉教授  森谷 敏夫 氏 

   3．12．13   第２９回事務局責任者会議  於 ポーラ名古屋ビル 

   内 容   (1) 特別教育ほかの受講料価格改定（２２年４月～）について 

        （2）主催講習今年度見込みと次年度計画について 

                 (3) 来年度の無料セミナー実施について 

         (4) 愛知産業安全衛生大会の実施報告等 

        （5）各種修了証の写真添付不要の進捗状況について 

        （6）その他 

   4． 1．     新春賀詞交歓会  

         新型コロナウイルス感染防止のため中止 
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4． 3．16    第３０回事務局責任者会議   於 名古屋商工会議所 

内 容  (1)「県下共通労働相談」の仕組説明 

     （2）「リスクアセスメントセミナー」の説明 

       (3)「愛知産業安全衛生大会」の説明 

       (4) 次年度計画及び無料セミナー日程等報告事項 

     （5）修了証記載事項の変更について 

     （6）その他 

 

 Ⅲ 総務関係事業 

 １ 会員加入促進  

          未加入事業場に対し随時加入促進を図り、５名の新規加入があった。 

 

 ２ 会報発刊 

          半田労働基準監督署副署長等と打ち合わせを行ったうえで、毎月１日に 

会報を発刊し、会員事業場並びに関係機関に送付した。 

これにより、情報を広く発信し、広報活動を行い、令和４年３月号で 

第６０３号となった。 

３ 新年懇談会 

               新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

Ⅳ 安全衛生関係事業  

１ 安全衛生行事 

（1） 全国安全週間説明会 

       新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  (2) 全国安全週間周知のためのポケットティッシュ配布 

     新型コロナウイルス感染防止のため中止  

 (3) 半田管内安全衛生大会 

       3． 6．25    於 住吉福祉文化会館         参加者数    ６７名 

                        無災害記録証授与    １１事業場 

    事例説明 「熱中症の予防と対策」 

          株式会社大塚製薬工場  

ＯＳ-１事業部営業部名古屋エリア 阿久根 愛美 氏 

特別講演 「安全衛生管理、安全衛生管理活動の進め方（コロナ禍での対応を含む）」 

    中央労働災害防止協会 中部安全衛生サービスセンター 

           所長  星野 健一 氏 

 

 (4)「 一日安全管理者任命式」並びに優良事業場見学研修 

     新型コロナウイルス感染防止のため中止 
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 (5)  全国労働衛生週間説明会  

新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  (6) 全国産業安全衛生大会 

       3．10. 27～ 29   於 東京フォーラム  管内参加者 ５６名 

     現地開催とＷＥＢ視聴のハイブリット方式により開催 

  (7) 安全衛生管理等優良事業場見学研修 

 3．11 

 新型コロナウイルス感染防止のため中止 

(8) 新春安全祈願祭 

       4． 1．14    於  住吉神社（半田市）   参加者  ４６名 

(9) 鉄鋼業労働災害防止研究会 

         4． 2～3      

     新型コロナウイルス感染防止のため中止 

(10) 窯業労働災害防止研究会 

     4． 2～3      

     新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

２ 講習会  

（当協会主催） 

   (1) 職長等安全衛生教育 

   3． 4．26. 27    於    住吉福祉文化会館      受講者  ３２名 

   3． 5．19. 20    於  アイプラザ半田       受講者  ３８名 

    3． 6．23. 24    於  アイプラザ半田       受講者  ３９名 

   3． 7. 15. 16    於    アイプラザ半田        受講者  ４０名 

   3． 8．25. 26    於    アイプラザ半田         受講者  ３２名 

    3.  9．16. 17    於   アイプラザ半田        受講者  ２４名 

3. 10．19. 20    於   アイプラザ半田        受講者  ３３名 

 3．11．25. 26    於   アイプラザ半田         受講者   ３８名 

3．12．15. 16    於   アイプラザ半田         受講者   ４０名 

4． 1．18. 19    於   アイプラザ半田         受講者   ３１名 

4． 2． 8.  9    於   アイプラザ半田         受講者   ２１名 

4． 3．29. 30    於   アイプラザ半田         受講者   ３４名 

                             計    ４０２名 

(2)安全衛生推進者養成講習 

      3． 9． 8.  9   於  アイプラザ半田          受講者   １４名 

    4． 2．17. 18   於   アイプラザ半田        受講者  １１名 

                              計   ２５名 

(3) 危険予知訓練研究会     

   3． 5．13    於   アイプラザ半田             受講者  ３０名 
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  (4) 安全管理者選任時研修 

   3． 4．15. 16  於   アイプラザ半田              受講者  ２６名 

   3．10． 5.  6    於    アイプラザ半田       受講者  １２名 

                               計     ３８名 

   (5) 新入社員安全衛生教育（１日コース） 

      3.  4. 20    於  アイプラザ半田         受講者  ３０名 

 (6) 新入社員安全衛生教育（２日コース） 

       3． 4．21. 22   於  ＮＳＢ東海㈱         受講者  ２２名 

(7) 衛生管理者（第 1種）受験準備勉強会 

3.10.21.22.11/19 於   当協会会議室        受講者  １２名 

(8) 粉じん特別教育 

3． 7． 8        於  アイプラザ半田       受講者  １５名 

4． 1．12    於  アイプラザ半田       受講者  １７名 

                               計   ３２名 

(9) 低圧電気取扱特別教育（１日コース） 

3． 9．14        於  ＮＳＢ東海㈱        受講者  １６名 

(10) 低圧電気取扱特別教育（２日コース） 

【出張】3． 5．25.26   於  イヅミ工業㈱        受講者  ２１名 

3． 6． 9.10   於  アイプラザ半田         受講者  ３３名 

3． 6．22.23   於  ＮＳＢ東海㈱          受講者  ２６名 

3． 8. 18.19    於  アイプラザ半田        受講者  ３０名 

3．10. 20.21     於  ＮＳＢ東海㈱        受講者  ２２名 

4． 1. 18.19    於  ＮＳＢ東海㈱        受講者  １９名 

4． 3. 23.24    於  住吉福祉文化会館      受講者  ２０名 

                                計  １７１名  

(11) プレス・シャー特別教育 

3．  6．29.30     於  ＮＳＢ東海㈱         受講者  １４名 

3． 10．13.14     於  ＮＳＢ東海㈱         受講者   ７名 

4．  2． 2. 3     於  ＮＳＢ東海㈱         受講者   ９名 

                              計  ３０名 

(12) 自由研削といし特別教育 

3． 7.  6         於  ＮＳＢ東海㈱        受講者  ２０名 

3．11． 9     於  ＮＳＢ東海㈱        受講者  ２０名 

4． 2．15     於  ＮＳＢ東海㈱        受講者  １４名 

                                計   ５４名 

 (13) アーク溶接特別教育 

          3． 7.13.14.16    於  ＮＳＢ東海㈱          受講者   ２０名 

3.  9. 1. 2. 6   於  ＮＳＢ東海㈱        受講者  １３名  

4.  3.15.16.18   於  ＮＳＢ東海㈱        受講者   ６名 

                                計   ３９名  
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 (14) フルハーネス特別教育 

          4． 2.25          於  アイプラザ半田         受講者   ２８名 

【出張】4． 3. 9          於  ＡＧＣ㈱愛知工場      受講者   １４名 

      4． 3.15          於  アイプラザ半田         受講者   ３０名 

【出張】4． 3.23          於  ＡＧＣ㈱愛知工場      受講者   １３名 

計   ８５名 

 

（公益法人愛知労働基準協会） 

１ 安全関係 

 （1）フォークリフト運転技能講習 

                年間  ６３回      受講者 ３０９名 

 （2）ガス溶接技能講習 

                   年間  １６回        受講者  ５３名 

 （3）乾燥設備作業主任者技能講習 

                年間  １５回      受講者  ３７名 

  （4）プレス機械作業主任者技能講習 

                   年間   ９回      受講者  ５１名 

 （5）はい作業主任者技能講習 

                   年間   １１回        受講者  ６７名 

  (6) ショベルローダー運転技能講習 

                  年間     ７回      受講者  １６名 

 （7）アーク溶接特別教育 

                   年間   ９回      受講者  ３４名 

 （8）自由研削といし特別教育 

                   年間    １２回      受講者  ６７名 

  (9) 機械研削といし・取替・試運転特別教育 

                  年間     ６回      受講者  ２１名 

  (10) 産業用ロボット特別教育 

                           年間  ２７回      受講者  ６８名 

  (11) 低圧電気取扱業務特別教育 

                  年間  １６回      受講者   ７５名 

 (12) 安全管理者選任時研修 

               年間   ３回      受講者  ２３名 

 (13) 安全衛生推進者養成講習 

                  年間   ２回      受講者   ４名 

 (14) フルハーネス特別教育 

                  年間  ２０回           受講者 １３７名 

                         安全関係計     ９６２名 
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 ２ 労働衛生関係  

   (1) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 

                 年間  ６０回      受講者 ６１９名 

   (2) 有機溶剤作業主任者技能講習 

                 年間  ４５回      受講者 ４９５名 

   (3) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 

                 年間 １５０回     受講者 ２，２２０名 

   (4) 鉛作業主任者技能講習 

                 年間   ６回      受講者  ３４名 

（5）石綿作業主任者技能講習 

                 年間  ２７回      受講者 １１３名 

（6）ダイオキシン特別教育 

                 年間   １回      受講者  １２名 

   (7) 粉じん作業特別教育 

                 年間    ６回            受講者  ４８名 

  (8) 衛生推進者養成講習 

                 年間    ２回            受講者   ２名 

(9) 局所排気装置等定期自主検査者講習 

                 年間   ８回      受講者  ２６名 

 (10) 第１種衛生管理者受験準備勉強会 

年間    ５回       受講者  ２０名 

(11) エックス線作業主任者免許試験勉強会 

                 年間   ２回      受講者  １２名 

 (12) 潜水士免許試験受験準備勉強会 

                 年間   １回      受講者   ４名 

(13) マスクフィットテスト実施者養成研修 

                 年間   ５回      受講者  １９名 

                        労働関係計   ３，６２４名 

 

（一般社団法人刈谷労働基準協会） 

  (1) 特化物・四アルキル鉛作業主任者技能講習 

                   年間   ２回       受講者    ６名 

 (2) 有機溶剤作業主任者技能講習 

                 年間    ２回      受講者     ３名 

(3) フォークリフト運転技能講習 

                年間   １回      受講者   ２名 

(4) 安全衛生推進者養成講習 

                年間   ２回      受講者   ２名 

 (5) フォークリフト運転業務従事者安全教育 

                年間   １回      受講者   １名 
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  (6) 低圧電気取扱い特別教育 

                 年間    １回       受講者   ２名 

(7) プレス金型特別教育 

                年間   ２回      受講者   ２名 

 (8) アーク溶接特別教育 

年間    １回       受講者    １名 

(9) 産業用ロボット特別教育 

年間    ２回       受講者    ２名 

(10) 機械研削といし特別教育 

年間    １回       受講者    １名 

(11) 安全管理者選任時研修 

               年間   １回      受講者   １名 

(12) 第１種衛生管理者受験準備勉強会 

年間    ２回       受講者   ４名 

                                 計   ２７名 

（一般社団法人名北労働基準協会） 

  （一社）名北労働基準協会を実施団体として開催する労務関係諸講座 

（労働トラブル防止総合講座、労働実務総合講座等）への受講勧奨 

                 年間    ３２回       受講者  ６５名 

 

（一般社団法人名古屋南労働基準協会） 

  名古屋南労働基準協会を実施団体として開催する諸講座 

                 年間    ５回       受講者  １６名 

 

（名古屋東労働基準協会） 

  名古屋東労働基準協会を実施団体として開催する諸講座 

                 年間    １回       受講者   １名 

 

（住友建機販売㈱住友建機教習所） 

  住友建機販売㈱を実施団体として開催する諸講座 

                 年間   ４５回       受講者  ６８名 

 

（一般社団法人日本クレーン協会東海支部）  

   クレーン・玉掛け併合講習他クレーン関係講習 

                年間   １５回      受講者   ５２名 
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Ⅴ 賃金労務関係事業  

１．優良従業員表彰式 

       3．11． 16   於  住吉福祉文化会館       

第一種表彰者（永年勤続者表彰）           ７７名 

第二種表彰者（功労者表彰）                 １名 

 

Ⅵ 労災関係事業  

１．労務管理実務講習会 

   4． 2       

    新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 


