
令和２年度 事業報告 
 

令和２年度の事業については、年間計画に基づき事業実施に努めましたが新型コロナ禍の影響

により、「３密対策」「換気・通気対策」など感染防止の視点で受講者定員の大幅縮小を余儀なく

されました。 

フォークリフト運転技能講習をはじめ各種講習会については、受講者ニーズに応えることを基

本に事業推進に努めましたが、全体的に受講者数は前年比大幅減少となりました。財務状況は厳

しい状況にありますが、徹底した経費削減に努めた結果、収支バランス結果となりました。 

受講者ニーズに応える対応の措置といたしまして、特に事業の核である「フォークリフト運

転技能講習」について、受講者の費用負担の軽減に加え受講者の拡大を図るため、厚生労働大臣

指定の一般教育訓練給付制度の対象講座として、引き続き各企業、公官庁、関係団体に周知を図

りました。なお大型特殊自動車免許所持者に対する受講時間短縮措置、ガス溶接・アーク溶接な

どの各種講習について、受講者の要望などの把握に努め、ワンストップサービスを基本とする業

務の効率化を実施し、会員の満足度向上に努めました。 

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２５日開催） 

・ 理事会 （４月２３日（書面評決）・１０月２７日（書面評決） 

・ 合同専門部会（９月１５日書面評決） 

２ 事業等 

・ 前橋地区産業安全衛生大会（１０月２７日（大会は中止・表彰事業実施） 

・ 優良事業場及び個人表彰 

 １、前橋労働基準協会長表彰    

    優良安全管理事業場   株式会社 三進 

    優良安全衛生管理事業場 シマダヤ関東株式会社 群馬工場 

個人表彰（安全・衛生・労務担当者）６名 

優良安全管理担当者 ３名（３社） 

           優良衛生管理担当者 ２名（２社） 

           優良労務管理担当者 １名（１社） 

・ 全国安全週間説明会及び講演会（説明会２回、講演会１回（中止資料のみ郵送）） 

・ 技能講習及び特別教育講習等（技能講習１７回・２０９名修了、 

特別教育講習等１２回・３２９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（平成２７年２月より開始） 

 

事業内容は別紙のとおりです。 



令和２年度事業報告（月別） 

                          自  令和 ２年 ４月 １日 

                          至  令和 ３年 ３月３１日 

 

 事業内容別 

区分 総務・労務 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 

 (説明会等の折込み随時) 

・令和元年度会計監査（1４日) 

・理事会(2３日)書面評決 

総会議案書(案)審議 

・会費納入案内 

・教育訓練給付金制度の運用 

(以下各月同じ) 

・雇い入れ時安全衛生教育（９日 )      

修了者 1１名 

・健康診断の斡旋 

(以下各月同じ） 

・労働相談室の運営 

（ 土 ･ 日 を 除 9:00 ～

17:00）以下各月同じ） 

・連合会が行う各種技能

講習会等への協力 

(以下各月同じ) 

・群馬産業保健総合支援

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（2６日） 

５月 

・総会(２５日) 

① 令和元年度事業報告及び

収支決算書について 

② 令和２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 

・令和２年度懇親会 

(２５日)中止 

・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・１３・１４日) 

修了者１０名 

 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

・連合会総会（15日） 

６月 

 ・全国安全週間説明会 (５日)中止 

（資料のみ郵送）      

・週間ポスター等全会員に配布 

(前橋市補助金による) 

・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１５名 

(学科１６日､実技１７・～１９日) 

修了者 1６名 

・研削といしの取替え等特別教育 (９日)         

修了者２２名 

・ガス溶接技能講習(学科２０､実技２１) 

修了者２８名 

・職長安全衛生教育（１１・１２） 

修了者１３名 

・アーク溶接特別教育（２９・３０） 

修了者５７名 

 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

 

7月 

 ・全国労働衛生週間用品斡旋案内  

・フォークリフト運転技能講習 

(学科６日､実技７～1０日) 

修了者１０名 

(学科１３日､実技１４～１６日) 

修了者１０名 

・職長安全衛生教育 

(２･３日)     修了者１３名 

 

・群馬産業安全衛生大会 

(２日)中止  

・労働相談室の運営 

 



区分 総務・労務 安全衛生 その他 

8月 

 

・優良労務管理担当者表彰 

内申案内 

 

 

・優良安全・衛生管理担当者表彰 

内申案内 

・粉じん作業者特別教育 

(４日)        修了者８名 

・安全衛生推進者養成講習（２０・２１） 

修了者 11名 

・フォークリフト運転技能講習 

(学科 6日､実技 7～9日) 

修了者２８名 

 

 

・労働相談室の運営 

 

9月 

 

・合同専門部会(1５日)中止 

書面評決 

 

・全国労働衛生週間説明会 

(4日)     出席者４６社４９名 

・週間ポスター等全会員に配布 

   (前橋市補助金による) 

・合同専門部会(1５日)中止 

書面評決 

・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 21名 

(学科 1日、実技 2～8・9日) 

修了者 6名 

・安全管理者選任時研修 

 (２８・２９日)    修了者２７名 

 

 

・労働相談室の運営 

・基準ニュース発送 

10

月 

 

・理事会（２７日）中止 

書面評決 

 

 

・フォークリフト運転技能講 

(学科７日､実技８～１０日) 

修了者 1６名 

(学科 2６日､実技２７・11/２・３日) 

修了者１名 

・前橋地区産業安全衛生大会 

(2７日)中止  

表彰のみ実施  

「優良事業場・及び個人表彰」 

 〇前橋労働基準協会長表彰 

優良安全管理事業場 1社   

  優良安全衛生管理事業場 1社  

  優良個人 安全３名 

       衛生２名 

       労務１名  

 

第 79回全国産業安全衛生大会 

（７～９日）北海道札幌市 中止 

 

 

・労働相談室の運営 

 



区分 総務・労務 安全衛生 その他 

11

月 

  

・年末年始無災害運動用品斡旋案内 

・ガス溶接技能講習 

(学科 17日､実技 18日) 

修了者 4４名 

・職長安全衛生教育 

(1２・1３日)      修了者１6名 

・フォークリフト運転技能講習 

(学科１９日､実技２０～２２日)          

修了者８名 

・研削といしの取替え等特別教育 

(２４日)             修了者５４名 

・アーク溶接特別教育 

(2８・２９日)    修了者３６名 

 

 

・労働相談室の運営 

・衛生管理者出張試験 

（4日） 

12

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 1２名 

 

・労働相談室の運営 

・事務局長会議 

（書面会議） 

 

1月 

  

・フォークリフト運転技能講習 

(学科４日､実技５～７日) 

修了者 1３名 

・安全管理者選任時研修 

 (２８・２９日)      修了者２１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２２日､実技２４～２６日) 

修了者 1１名 

（学科６日、 

 実技７・１３・１４） 

修了者４名 

・職長安全衛生教育 

（４・５日） 

修了者２０名 

 

・労働相談室の運営 

・会費納入督励(個別) 

 

3月 

 ・フォークリフト運転技能講習 

(学科２２日､実技２３～２５日) 

           修了者９名 

(学科６日､実技７・１３・１４日) 

           修了者７名 

 

 

・労働相談室の運営 

 

 


