


 
 

労働争議のあっせんは、労働組合と会社との間で、賃金や勤務時間等の労働条件に関す

る問題について団体交渉等を行ったものの自主的な解決が困難なとき、当事者からの申請

等により、争議を平和的に解決するための仲介・援助などを行う制度です。 

 

■ 労働委員会のあっせんの方法 

あっせんは、労働組合と使用者のいずれか一方又は双方の申請により開始されます。 

あっせんの開始とともに、争議の仲介・援助を行うあっせん員が指名されます。あっ

せん員には、労働者側、使用者側及び第三者の性格を持つ公益側から各１名、計３名の

経験豊富な委員が任命されます。あっせん員が公平・中立な立場で当事者双方の言い分

を聞き、解決のために適切な助言を行い、双方の歩み寄りを図り、その結果、双方の意

向が一致することで解決が図られます。 

 

 【あっせんの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働争議のあっせん制度のご案内 

～労働組合と会社の間で発生した労働条件等に関する争議の解決支援～ 

 

三重県労働委員会事務局 

〒514-0004 津市栄町１丁目 954 三重県栄町庁舎５階 

TEL 059-224-3033  FAX  059-224-3053 

ホームページ  http://www.pref.mie.lg.jp/ROUI/HP/ 

労働委員会のご利用は無料です！ 

 













働き方改革 
推進支援センター 

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃
金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題につい
て、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。 
 ▶検索ワード：働き方改革推進支援センター 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html 

産業保健総合支援 
センター 

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、 
産業保健の専門家が相談に応じます。 
 ▶検索ワード：産業保健総合支援センター 
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx 

よろず支援拠点 
生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる 
課題について、専門家が相談に応じます。 
 ▶検索ワード：よろず支援拠点 
     https://yorozu.smrj.go.jp/ 

商工会 
商工会議所 
中小企業団体中央会 

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、 
中小企業・小規模事業者の取組を支援します。 
 ▶検索ワード：全国各地の商工会WEBサーチ 
       http://www.shokokai.or.jp/?page id=1754 
 
 ▶検索ワード：全国の商工会議所一覧 
       https://www5.cin.or.jp/ccilist 
 
   ▶検索ワード：都道府県中央会 
       https://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm 

ハローワーク 
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や 
就職面接会などを実施しています。 
 ▶検索ワード：ハローワーク 
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

医療勤務環境改善支援
センター 

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関の 
ニーズに応じて、総合的なサポートをします。 
 ▶検索ワード：いきサポ 
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/ 

労働基準監督署 
労働時間相談・支援コーナー 

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。 
 ▶検索ワード：労働基準監督署     
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

都道府県労働局 
【パートタイム労働者、有期雇用 
 労働者関係】 
  雇用環境・均等部（室） 
【派遣労働者関係】 
  需給調整事業部（課・室） 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応
じます。 
 ▶検索ワード：都道府県労働局 
 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。 

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。 
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この記事に関するお問い合わせ先：三重労働局雇用環境・均等室 
              所 在 地 ： 〒５１４－８５２４ 津市島崎町３２７－２ ・ 津第二地方合同庁舎 

              電話番号 ： ０５９－２２６－２３１８ 



                                                        平成30年度（10月～３月分） 産業保健研修会（無料）

「産業医向け研修会（三重県医師会共催）」と「産業医以外の産業保健スタッフ向け研修会」に区分しております。

「産業医向け研修会」は、生涯研修課程の単位が取得できる日医認定産業医研修です。

なお、産業医以外の方も「産業医向け研修会」にご参加いただけます。

＜研修会申込方法等＞

 ● 申込みは、当センターのホームページからお申込みください。

 ● 定員になり次第締め切りますのでご留意ください。(欠席される場合は、必ずご連絡ください）

 ● 研修会場は、原則として当センター研修室（三重県医師会館５階）です。

 ● 研修時間は、一部の研修を除き、１４：３０から１６：３０の２時間です。

＜研修会のお申し込み先＞

（独）労働者健康安全機構 三重産業保健総合支援センター

〒514-0003 三重県津市桜橋２丁目１９１番４ 三重県医師会館５階  ＴＥＬ ０５９－２１３－０７１１/ＦＡＸ ０５９－２１３－０７１２

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://mies.johas.go.jp

当センターのご利用日時：休日を除く日の午前８時３０分から午後５時１５分（休日：毎土・日曜日、国民の祝祭日、年末年始）

  研修時間にご注意ください。

開催日 （曜）研修会テーマ
内 容

時 間

10月3日 水 メンタルヘルス不調の早期気づきの支援 竹内 登規夫
愛知教育大学名誉教授

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 専門

10月5日 金 医療・産業現場における放射線被ばく対策 木村 真三
獨協医科大学国際疫学研究室

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 専門

10月11日 木 現場視点で学ぶストレスチェック制度実施後の活動（職場環境改善） 石見 忠士
こころの耳運営事務局長

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 専門

10月17日 水 産業衛生における個人情報保護 笽島 茂
三重大学大学院医学系研究科教授

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 専門

10月18日 木 歯周病などの歯科疾患と生活習慣病との関連について 羽根 司人
三重県歯科医師会副会長

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 専門

10月25日 木 騒音・振動障害 村田 真理子
騒音・振動障害とその防止対策について概説します。 三重大学大学院医学系研究科教授

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 専門

10月31日 水 長時間労働者の面接指導 笽島 茂
三重大学大学院医学系研究科教授

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 専門

11月1日 木 職場におけるがん対策と産業医の役割 古田 さとり
JSR四日市工場診療所

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 実地

11月2日 金 治療と仕事の両立支援～従業員が「がん」になったら、事業場は、労働者は、その時どうすればいい？～ 川出 鈴代
当センター産業保健相談員（保健指導担当）

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 更新

11月7日 水 作業場の換気・排気（基礎編） 辻本 公一
三重大学大学院工学研究科教授

14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 専門

11月8日 木 長時間労働の法的諸問題について～医師の現場における長時間勤務～ 國田 武二郎
弁護士

★14:00-16:00 28名 日医認定産業医研修申請中
生涯： 実地

11月15日 木 労働衛生法令について 山田 善久
当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）

★13:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

三重産業保健総合支援センターからのご案内

医師の現場はかなりの長時間労働を強いられている。そこで長時間労働の法的諸
問題を通して、医師の今の現場はこれでよいのか再検討することとする。

長時間労働者の面接を行う際の方法と留意点についてお話します。（産業医・スタッ
フ同時開催）

予防、健診、両立支援など職域で必要ながん対策を説明し、実際の事例を検討しま
す。

「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の説明および
DVD「病気の治療をしながらも働ける職場へ」を視聴していただき、治療と仕事の両
立支援について考えていきたいと思います。（産業医・スタッフ同時開催）

粉じん対策の概要と粉じん作業等に関わる局所排気装置の基本事項について、流
体力学の観点から説明します。

労働衛生法令の主要条文等について解説。産業医及びスタッフの実務面における
法令に対する理解を深めていただきます。(6月7日と同一内容です）（産業医・スタッ

同時開催）

身体の健康と同様、心の健康にとっても不調に早く気づき、早く対処することが大切
であることは申すまでもありません。しかし、心の問題に自ら気づくことは難しいのも
事実です。そこでメンタル不調の早期気づきの支援の在り方について考えてみま
す （産業医・スタッフ同時開催）

産業衛生における個人情報の取扱いとその守秘義務について考えます。（産業医・
スタッフ同時開催）

非破壊検査、医療現場、研究機関などあらゆる現場で起きる放射線事故を紹介。事
故の予防と事故後の対策を考える。（産業医・スタッフ同時開催）

集団分析結果をもとに部門状況を確認し、職場環境改善活動方法を考えます。行政
の最新情報や事業場の取組事例などをご紹介します。ツールを使ったセルフチェッ
クも行います。質問時間も多くとります。

歯科疾患と生活習慣病は深く関連しています。今回は歯周病と全身の健康への関
連と歯周病予防についてお話します。(5月17日と同一内容です）（産業医・スタッフ同
時開催）

平成30年度下期 産業保健研修会 （産業医向けと同時開催）―三重県医師会共催 日医認定産業医研修

講 師
所属・役職・資格等
定員 ／ 認定研修

備 考



生涯： 更新
11月22日 木 化学物質のリスクアセスメントの実施相談・指導等の事例について 村田 和弘

当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 実地
11月28日 水 石綿関連疾患診断技術研修 横山多佳子 他1名

旭労災病院呼吸器科部長
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 実地
12月6日 木 職場における腰痛予防に対する対応 寶 幸夫

中災防 腰痛予防労働衛生教育インストラクター
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 実地
12月20日 木 作業場の換気・排気（応用編） 辻本 公一

三重大学大学院工学研究科教授
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
1月9日 水 労働基準法のあらまし 大西 洋一

社会保険労務士
★13:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 更新
1月24日 木 産業医学における疫学の役割 笽島 茂

三重大学大学院医学系研究科教授
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
1月25日 金 働き方改革について

三重労働局雇用環境・均等室
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 更新
2月5日 火 働き方改革について 局雇均室 担当者

三重労働局雇用環境・均等室
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 更新
2月6日 水 ハラスメントとメンタルヘルス問題 竹内 登規夫

愛知教育大学名誉教授
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
2月7日 木 定期健康診断と事後措置 古田 さとり

JSR四日市工場診療所
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 実地
2月12日 火 職場におけるインターネット依存の理解と対応 井上 雄一朗

(医)聖和錦秀会 阪和いずみ病院 副院長
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
2月13日 水 労働衛生５管理と安全衛生配慮義務 山田 善久

当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）
★13:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 更新
2月14日 木 受動喫煙防止対策と禁煙補助薬 片山 歳也

三重県病院薬剤師会理事
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
2月21日 木 作業環境測定の成果と課題及び個人サンプラーの活用について 村田 和弘

当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
2月25日 月 職場のメンタルヘルス向上の取り組み 高木 二郎

当センター産業保健相談員（産業医学担当）
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
2月26日 火 職場におけるギャンブル依存の理解と対応 井上 雄一朗

(医)聖和錦秀会 阪和いずみ病院 副院長
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
2月28日 木 騒音・振動障害 村田 真理子

三重大学大学院医学系研究科教授
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
3月6日 水 リスニングの考え方と実際 竹内 登規夫

愛知教育大学名誉教授
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 実地
3月12日 火 減酒・節酒支援の実践法 井上 雄一朗

(医)聖和錦秀会 阪和いずみ病院 副院長
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 専門
3月14日 木 産業医による職場巡視のポイント 後藤 義明

三重産業医会理事
14:30-16:30 28名 日医認定産業医研修申請中

生涯： 実地

平成30年度下期 産業保健研修会 （産業医以外の産業保健スタッフ向けと同時開催） ★ 研修時間にご注意ください。

腰痛予防対策指針について学び、職場の腰痛問題について事例討議しながら職場
の腰痛予防の対応について考えます。（産業医・スタッフ同時開催）

化学物質のリスクアセスメントに関し、厚生労働省支援システム（コントロールバン
ディング等）の調査事例（利用時の留意点）、事業所の実施相談・指導事例などにつ
いて紹介します。（産業医・スタッフ同時開催）

アスベスト関連疾患の胸部画像の読影実習。講義形式による画像診断のポイント
解説（30分程度）の後、実際の症例画像を用いた読影診断実習を行う。

フ同時開催）

粉じん対策の概要と粉じん作業等に関わる局所排気装置の設計について、流体力
学の観点から簡単に説明します。

労働トラブル未然防止のための労働関係法を実例を交えて説明します。（産業医・
スタッフ同時開催）

産業医学の現場で必要とされる疫学の役割を理解するための基礎をお話しします。
（産業医・スタッフ同時開催）

働き方改革について、最新の動向を説明いたします。（産業医・スタッフ同時開催）

働き方改革について、最新の動向を説明いたします。（産業医・スタッフ同時開催）

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどのハラスメントが社会問題化してい
ますが、ハラスメントがいかなる心の問題も引き起こすかを事例などをもとに考えた
いと思います。（産業医・スタッフ同時開催）

健康診断後に必要な事後措置について、具体的な事例を挙げながら検討します。

スマホ・タブレットの普及や、ＳＮＳ・オンラインゲームの広がりにより私たちの周囲で
もよくみられるネット依存症ですが、職場が行うことのできる対応について一緒に考
えたいと思います。

労働衛生管理の基本である５管理について理解を深め、事業者責務の一つである
安全配慮義務事例から、その対応、留意点を学んでいただきます。（産業医・スタッ
フ同時開催）

加熱式たばこ・電子たばこが市販され、新たな受動喫煙防止対策が必要になってき
ています。最近の話題の事例を交え、受動喫煙防止対策と禁煙補助薬について解
説します。（７月１２日と同一内容です）（産業医・スタッフ同時開催）

作業環境管理（労働者の健康の保持）のための作業環境測定の成果と課題につい
て説明し、作業環境測定、リスクアセスメントにおける個人サンプラーの活用例など
について紹介します。（産業医・スタッフ同時開催）

主に、認知行動療法的アプローチについて説明します。（産業医・スタッフ同時開催）

パチンコ・スロット・競馬・競艇・競輪・カジノ・スポーツ賭博などいわゆるギャンブル
依存ですが、職場が行うことのできる対応について一緒に考えたいと思います。

騒音・振動障害とその防止対策について概説します。（10月25日と同一内容です）

リスニングとカウンセリングは同じものととらえがちですが、ここでは両者の共通する
点と異なる点を考えることにします。そのうえで、リスニングに用いる簡単な技法の
実習をします。

日本人の９７９万人は飲みすぎといわれています。節酒・減酒により、身体や精神的
に健康となり、能力をより発揮できるよう具体的介入法を身につけましょう。(5月15日
と同一内容です）

産業医が、製造業を主とする事業場を職場巡視する際のポイントについて、事例を
交えて解説します。（日本医学会総会2019の産業医セッション講演と同一内容です）



10月3日 水 メンタルヘルス不調の早期気づきの支援 竹内 登規夫
愛知教育大学名誉教授

14:30-16:30 28名

10月4日 木 メンタルヘルスに使用される薬剤と事業所における感染対策 片山 歳也
三重県病院薬剤師会理事

14:30-16:30 28名

10月5日 金 医療・産業現場における放射線被ばく対策 木村 真三
獨協医科大学国際疫学研究室

14:30-16:30 28名

10月12日 金 現場視点で学ぶストレスチェック制度実施後の活動（職場環境改善） 石見 忠士
こころの耳運営事務局長

14:30-16:30 28名

10月16日 火 アンガーマネジメント研修～イラッ、ムカッ、ブチの解消法～ 山元 孝二
三重県立こころの医療センター精神保健福祉士

14:30-16:30 28名

10月17日 水 産業衛生における個人情報保護 笽島 茂
三重大学大学院医学系研究科教授

14:30-16:30 28名

10月18日 木 歯周病などの歯科疾患と生活習慣病との関連について 羽根 司人
三重県歯科医師会副会長

14:30-16:30 28名

10月26日 金 うつと自殺予防対策について 中川 志穂
三重県立こころの医療センター精神科認定看護師

14:30-16:30 28名

10月31日 水 長時間労働者の面接指導 笽島 茂
三重大学大学院医学系研究科教授

14:30-16:30 28名

11月2日 金 治療と仕事の両立支援～従業員が「がん」になったら、事業場は、労働者は、その時どうすればいい？～ 川出 鈴代
当センター産業保健相談員（保健指導担当）

14:30-16:30 28名

11月6日 火 ＡＥＤを用いた心肺蘇生法の実践 津中消防署救急救命士
津市中消防署

★13:30-16:30 10名

11月13日 火 病気の治療と仕事の両立支援の取り組み方 上住 津恵
当センター産業保健専門職

14:30-16:30 28名

11月14日 水 自主対応型産業保健の強化へ向けて 河野 啓子
四日市看護医療大学名誉学長

14:30-16:30 28名

11月15日 木 労働衛生法令について 山田 善久
当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）

★13:30-16:30 28名

11月21日 水 死生学を通してのグリーフ（悲嘆）カウンセリング 橋元 慶男
当センター産業保健相談員（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当）

14:30-16:30 28名

11月22日 木 化学物質のリスクアセスメントの実施相談・指導等の事例について 村田 和弘
当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）

14:30-16:30 28名

11月27日 火 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援 上住 津恵
当センター産業保健専門職

14:30-16:30 28名

12月4日 火 化学物質のリスクアセスメント その３ 浅野 保
当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）

14:30-16:30 28名

12月5日 水 再発させない復職者対応の要諦 矢野 一郎
当センター産業保健相談員（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当）

14:30-16:30 28名

12月6日 木 職場における腰痛予防に対する対応 寶 幸夫
中災防 腰痛予防労働衛生教育インストラクター

14:30-16:30 28名 

12月11日 火 睡眠と健康 林 文代
当センター産業保健相談員（保健指導担当）

14:30-16:30 28名

身体の健康と同様、心の健康にとっても不調に早く気づき、早く対処することが大切
であることは申すまでもありません。しかし、心の問題に自ら気づくことは難しいのも
事実です。そこでメンタル不調の早期気づきの支援の在り方について考えてみま
す （産業医・スタッフ同時開催）

メンタルヘルスに使用される睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬について理解を深め、従
業員の労務管理の一助とすることを目標とします。インフルエンザや感染性胃腸炎
に対する感染対策の具体的な事例を解説します。(5月24日と同一内容です）

非破壊検査、医療現場、研究機関などあらゆる現場で起きる放射線事故を紹介。事
故の予防と事故後の対策を考える。（産業医・スタッフ同時開催）

集団分析結果をもとに部門状況を確認し、職場環境改善活動方法を考えます。行政
の最新情報や事業場の取組事例などをご紹介します。ツールを使ったセルフチェッ
クも行います。質問時間も多くとります。

なんであんなに怒ってしまったのだろうか。怒りをみずから「管理」し、適切な問題解
決コミュニケーションに結びつける心理技術を説明します。

産業衛生における個人情報の取扱いとその守秘義務について考えます。（産業医・
スタッフ同時開催）

歯科疾患と生活習慣病は深く関連しています。今回は歯周病と全身の健康への関
連と歯周病予防についてお話します。(5月17日と同一内容です）（産業医・スタッフ同
時開催）

主にうつとの関連を中心に、「死にたい気持ちの人への対応方法」自殺の危険のと
らえ方、自殺防止の工夫、アプローチの仕方についてお話します。

長時間労働者の面接を行う際の方法と留意点についてお話します。（産業医・スタッ
フ同時開催）

「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の説明および
DVD「病気の治療をしながらも働ける職場へ」を視聴していただき、治療と仕事の両
立支援について考えていきたいと思います。（産業医・スタッフ同時開催）

AEDを用いて心肺蘇生法の訓練を行います。動きやすい服装でお願いします。身に
つくまで繰り返し行います。修了者には消防署から修了証が発行されます。

働き方改革実行計画に基づく病気の治療と仕事の両立支援について、病気休業開
始時から職場復帰後のフォローアップまで、プロセスに応じた対応をお話します。

健康課題の変化により、これからの産業保健活動は、一層の自主対応型が求めら
れます。その要となる管理監督者に産業保健専門スタッフとしてどのような支援が求
められるか、共に考えましょう。

労働衛生法令の主要条文等について解説。産業医及びスタッフの実務面における
法令に対する理解を深めていただきます。(6月7日と同一内容です）（産業医・スタッ
フ同時開催）

職場の喪失体験のある人に対して、適切にアドバイスしたり、カウンセリング的な適
切な対応ができる技能を磨く。

化学物質のリスクアセスメントに関し、厚生労働省支援システム（コントロールバン
ディング等）の調査事例（利用時の留意点）、事業所の実施相談・指導事例などにつ
いて紹介します。（産業医・スタッフ同時開催）

復職時の対応について苦慮していませんか？「心の健康問題により休業した労働
者の職場復帰支援の手引き」に沿って、事業者や産業保健スタッフが留意すべきポ
イント等、事例も交えて紹介します。

今年度は、化学物質のリスクアセスメントについて４回の研修を行います。第３回
は、リスクの見積もりの方法について、演習を行いながら具体的に説明します。ま
た、コントロールバンディングは実際に入力して実習を行います。

再発は、本人の自信を一層喪失させて、長期の休業に至ることがあります。これは
本人にも組織にも痛手です。そこで本研修では、再発させないための復職支援体制
と支援のあり方について考察します。

腰痛予防対策指針について学び、職場の腰痛問題について事例討議しながら職場
の腰痛予防の対応について考えます。（産業医・スタッフ同時開催）

睡眠に関する知識と不眠が健康生活におよぼす影響について。



12月12日 水 職場で活用！コミュニケーション・テクニック 上住 津恵
当センター産業保健専門職

14:30-16:30 28名

12月19日 水 産業保健スタッフによる職場巡視のポイント 後藤 義明
三重産業医会理事

14:30-16:30 28名

1月9日 水 労働基準法のあらまし 大西 洋一
社会保険労務士

★13:30-16:30 28名

1月16日 水 食生活ケアサポートカウンセリング 橋元 慶男
当センター産業保健相談員（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当）

14:30-16:30 28名

1月17日 木 職業性疾病の業務上外の認定について 局労災補償監察官 羽田 吉孝
三重労働局労災補償課

14:30-16:30 28名

1月23日 水 ストレスに強い人材育成～人材育成のためのリーダーリップの視点から～ 竹内 登規夫
愛知教育大学名誉教授

14:30-16:30 28名

1月24日 木 産業医学における疫学の役割 笽島 茂
三重大学大学院医学系研究科教授

14:30-16:30 28名

1月25日 金 働き方改革について
三重労働局雇用環境・均等室

14:30-16:30 28名

2月5日 火 働き方改革について 局雇均室 担当者
三重労働局雇用環境・均等室

14:30-16:30 28名

2月6日 水 ハラスメントとメンタルヘルス問題 竹内 登規夫
愛知教育大学名誉教授

14:30-16:30

2月13日 水 労働衛生５管理と安全衛生配慮義務 山田 善久
当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）

★13:30-16:30 28名

2月14日 木 受動喫煙防止対策と禁煙補助薬 片山 歳也
三重県病院薬剤師会理事

14:30-16:30 28名

2月15日 金 ストレスマネジメントとしてのリラックス法 安保 明子
当センター産業保健相談員（保健指導担当）

14:30-16:30 28名

2月20日 水 労災事故発生の場合の対応について 林 準之助
特定社会保険労務士

14:30-16:30 28名

2月21日 木 作業環境測定の成果と課題及び個人サンプラーの活用について 村田 和弘
当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）

14:30-16:30 28名

2月25日 月 職場のメンタルヘルス向上の取り組み 高木 二郎
当センター産業保健相談員（産業医学担当）

14:30-16:30 28名

3月5日 火 化学物質のリスクアセスメント その４ 浅野 保
当センター産業保健相談員（労働衛生工学担当）

14:30-16:30 28名

3月13日 水 職場の健康体操ケアサポート 橋元 慶男
当センター産業保健相談員（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当）

14:30-16:30 28名

3月18日 月 社員・組織の元気を生み出す職場づくり 河野 啓子
四日市看護医療大学名誉学長

14:30-16:30 28名

職場のコミュニケーションうまくとれていますか？職場の人間関係を良好にするコ
ミュニケーション・テクニックを伝授します。

産業保健スタッフが、製造業を主とする事業場を巡視する際のポイントについて、事
例を交えて解説します。(6月27日と同一内容です）

労働トラブル未然防止のための労働関係法を実例を交えて説明します。（産業医・
スタッフ同時開催）

健康の基本である食事・栄養に対して、適切にアドバイスやサポートができる技能を
磨く。

職業性疾病の認定基準について（上肢障害、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定
について）

職業人、社会人としては、ストレスと無縁でいられないのも事実です。そこで、ストレ
ス社会と呼ばれる今日社会の中でたくましく生きてゆける人材をどのように育てれば
よいのか、そのためのリーダーシップの在り方を考えてみます。

産業医学の現場で必要とされる疫学の役割を理解するための基礎をお話しします。
（産業医・スタッフ同時開催）

働き方改革について、最新の動向を説明いたします。（産業医・スタッフ同時開催）

働き方改革について、最新の動向を説明いたします。（産業医・スタッフ同時開催）

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどのハラスメントが社会問題化してい
ますが、ハラスメントがいかなる心の問題も引き起こすかを事例などをもとに考えた
いと思います。（産業医・スタッフ同時開催）

労働衛生管理の基本である５管理について理解を深め、事業者責務の一つである
安全配慮義務事例から、その対応、留意点を学んでいただきます。（産業医・スタッ
フ同時開催）

加熱式たばこ・電子たばこが市販され、新たな受動喫煙防止対策が必要になってき
ています。最近の話題の事例を交え、受動喫煙防止対策と禁煙補助薬について解
説します。（７月１２日と同一内容です）（産業医・スタッフ同時開催）

１００歳体操、認知予防ダンダンダンス、真向法、自彊術等の健康長寿の体操を通
じて、健康寿命の基礎を磨く。

快適職場づくりは、社員を幸せにし、組織の生産性を上げるうえで重要です。ストレ
スチェックの結果を活用し、快適職場づくりを進める方策について、共に考えましょ
う。

ストレスのメカニズムについて考え、リラックスを貯める技法を体験を通して学びま
す。

様々な具体的事例に基づく労災保険適用の解説。(9月19日と同一内容です）

作業環境管理（労働者の健康の保持）のための作業環境測定の成果と課題につい
て説明し、作業環境測定、リスクアセスメントにおける個人サンプラーの活用例など
について紹介します。（産業医・スタッフ同時開催）

主に、認知行動療法的アプローチについて説明します。（産業医・スタッフ同時開催）

今年度は、化学物質のリスクアセスメントについて４回の研修を行います。第４回
は、「検知管を用いた化学物質のリスクアセスメント」をガイドブックに従って説明しま
す。検知管の使い方の実習も行います。




