
 
 

平成２７年度事業報告 
 

 

平成２７年度は、前年に労働災害が大幅に増加したことを踏まえ、前橋労働基準監督署の指

導の下、新たに雇入れ時安全衛生教育を実施するなど、当協会としても積極的に災害防止に取

り組みました。 

また、１２月から施行されたストレスチェック制度の円滑な実施のため、説明会を開催する

など会員企業への周知徹底に努めました。 

協会の主要事業である各種講習会については、４月からフォークリフト運転技能講習講座に

ついて、厚生労働大臣の一般教育訓練給付制度の指定を受け、５０人以上の方にご利用いただ

くと共に他の講習についても受講者の拡大を図り、２年連続で受講者が増加しました。 

 

主要事業の概要は、次のとおりでした。 

 

１ 会 議 

・ 通常総会（５月２０日開催） 

・ 理事会 （５月８日・１０月２１日開催） 

・ 合同専門部会 （９月１６日開催） 

２ 事業等 

・ 前橋地区産業安全衛生大会（１０月２１日開催） 

・ 優良事業場及び個人表彰 

安全表彰  １社 

衛生表彰  １社 

個人表彰（安全・衛生・労務担当者・協会活動協力者）１６名 

・ 説明会及び講演会（説明会２回、講演会１回） 

・ 技能講習及び特別教育講習等（技能講習１５回・４０２名修了、 

特別教育講習等１３回・５４８名修了） 

・ 労働相談室の運営（前橋市補助金により運営） 

・ 安全衛生意識の高揚の施策（前橋市補助金により各週間ポスター・安全の 

指標等の配布） 

・ 労働基準ニュースの配布 

・ 安全衛生用品、優良図書等の斡旋 

・健康診断の斡旋業務 

 

事業内容の詳細は、別紙のとおりです。 

 



 
 

平成２７年度事業報告（月別） 

 

       自  平成２７年 ４月 １日 

       至  平成２８年 ３月３１日 

 

 事業内容別 

区分 総務・労務管理 安全衛生 その他 

４

月 

・会員名簿の整備 

・新規会員加入促進(年間) 

・労働相談室活用の周知 

 (説明会等の折、随時) 

・平成 26年度会計監査(27日) 

・フォークリフト運転技能講習 

(学科 7日･実技 6～9日） 

修了者 28名 

・労働相談室の運営 

（土･日を除く 9:00～17:00 

以下各月同じ） 

・連合会が行う各種技能講習会等

の協力(以下各月同じ) 

・群馬県地域産業保健センター 

事業への協力(以下各月同じ) 

・基準ニュース発送 

・事務局長会議（27日） 

５

月 

・理事会(8日) 

・通常総会(20日) 

①平成 26年度事業報告及び 

収支計算書について 

②平成 27年度事業計画(案) 

及び収支予算(案)について 

③その他について 

・平成 27年度懇親会(20日) 

・安全週間用品斡旋案内 

・フォークリフト運転技能講習 

(学科 11日･実技 12～14)  

修了者 27名 

・研削といしの取替え等特別 

教育(26日)   修了者 49名 

 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

６

月 

 ・フォークリフト運転技能講習 

(学科 1日･実技 2～4日) 

修了者 18名 

(学科 29日･実技 30～7/2日)  

修了者 21名 

・全国安全週間説明会 (8日) 

参加者 47社 49名 

・衛生推進者養成講習（16日) 

修了者 9名  

・ガス溶接技能講習 

 (学科 20日･実技 28日) 

修了者 60名 

・週間ポスター等全会員に配布 

(前橋市補助金による) 

・労働相談室の運営 

・連合会総会(19日) 

・基準ニュース発送 

７

月 

・優良労務管理者担当者表彰 

内申案内 

 

・優良安全・衛生管理担当者 

表彰内申案内 

・全国労働衛生週間用品斡旋案内 

・安全衛生推進者養成講習 

(7･8日)   修了者 25名 

・職長安全衛生教育(15･16日) 

修了者 46名 

・フォークリフト運転技能講習 

(学科 21日･実技 22～24日) 

修了者 18名 

・アーク溶接特別教育(28･29日) 

修了者 82名 

・労働相談室の運営 

・群馬産業安全衛生大会(2日) 

・基準ニュース発送 



 
 

８

月 

 ・フォークリフト運転技能講習 

(学科 3日･実技 4～6日) 

修了者 23名 

･ 地域産業保健センター全体会

議(19日) 

・粉じん作業者特別教育 

(27日)     修了者 56名 

・フォークリフト運転技能講習 

(学科 31日･実技 9月 1～3日) 

修了者 23名 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

・伊勢崎協会との連絡調整会議 

(7日) 

９

月 

・合同専門部会(16日) 

出席者 14名 

・安全管理者選任時研修 

 (9･10日)     修了者 16名 

・全国労働衛生週間説明会 

(14日)  参加者 94社 102名 

・合同専門部会(25日) 

・週間ポスター等全会員に配布 

 (前橋市補助金による) 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

10

月 

・理事会（21日） 出席者 15名 

・前橋地区産業安全衛生大会 

(21日)   38社 58名 

・フォークリフト運転技能講習 
(学科 5日･実技 6～8日) 

修了者 24名 

・前橋地区産業安全衛生大会 

(21日) 参加者 38社 58名 

①優良事業場･優良安全衛生・ 

労務管理担当者表彰式 

○前橋労働基準監督署長賞 

          1社 

○前橋労働基準協会長賞 

優良事業場 安全 1社 

       衛生 1社 

優良個人  安全 7名 

衛生 4名 

労務 4名 

  ○協会活動協力者  1名 

②特別講演 

清水建設㈱関東支店 

安全環境部長 

 髙橋 祐司 先生 

『労働災害の状況と安全管理 

～当社事例』 

・アーク溶接特別教育( 26･27日) 

修了者 67名 

・全国産業安全衛生大会(名古屋) 

（10月 29～30日） 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

・衛生管理者等出張試験(31日) 

 

11

月 

 ・フォークリフト運転技能講習 

(学科 9日･実技 10～12日)  

修了者 27名 

･ 前橋地域産業保健センター運

営協議会(10日) 

・ガス溶接技能講習 

(学科 14日･実技 15日) 

修了者 58名       

・労働相談室の運営 

・会費納入督促 

・基準ニュース発送 

 



 
 

 

 

 

 

・研削といしの取替え等特別 

教育(18日)   修了者 83名 

・職長安全衛生教育(25･26日) 

修了者 23名 

･ 産業医等衛生管理者及び安全

衛生推進者研修会(26日) 

・年末年始無災害運動用品斡旋案

内 

12

月 

 ・フォークリフト運転技能講習 

(学科 14日･実技 15～17日) 

修了者 19名 

 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

・事務局長会議（22日） 

１

月 

 ・フォークリフト運転技能講習 

(学科 12日･実技 13～15日) 

修了者 6名 

・安全管理者選任時研修 

 (19･20日)   修了者 14名 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

２

月 

 ・フォークリフト運転技能講習 

(学科 8日･実技 9～12日) 

修了者 14名 

・職長安全衛生教育(19･20日) 

修了者 31名 

 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

 

３

月 

 ・フォークリフト運転技能講習 

(学科 14日･実技 15～17日) 

修了者 30名 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

・会費納入督励(個別) 

・伊勢崎協会との連絡調整会議 

 (７日) 

 


