
第２号議案

１．会　議

名　　称 備考

新潟市

 2.（一社）新潟県労働基準協会連合会理事会 11月17日 新潟市
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　（1）労務管理研究会・安全衛生祈願祭の実施について

　（2）同上の運営分担について

　（3）その他

そ　の　他
 1.（一社）新潟県労働基準協会連合会理事会及び総会 5月19日

幹　事　会

第１回 4月22日 協  会

　（1）令和４年度定期総会の開催について

　（2）定期総会の運営分担について

　（3）その他

第２回 11月10日 協  会

餞心亭　おゝ乃

　（1）定期総会付議議案の審議

　（2）その他案件の審議

第２回 11月18日 餞心亭　おゝ乃

 (3)　役員改選について

 (4)　令和３年度ゼロ災章授与

（5）その他

理　事　会

第１回 4月21日

　（1）令和４年度事業進行状況について報告

　（2）その他

令和４年度 事業計画案

内　　　　　　　　　　容 実施予定日 場　　所

定期総会

（1）令和３年度事業実施報告､収支決算報告並びに 5月26日 ジオ・ワ－ルドビップ

　　 会計監査報告について

（2）令和４年度事業計画案並びに収支予算案について



２．事　　業

　（１）労務関連

　（２）安全関連

　（３）衛生関連
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　産業保健連絡協議会 年度内開催予定 三条ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ

　三条地区産業保健センター事業協力 通　年 全　域

　全国労働衛生週間周知 ９　月 全域

　衛生管理実務担当者研修会 10月4日 　地場産センター

　年末年始無災害強化運動周知 11　月 全　域

項　　　　　　　　目 実施予定日 場　 　 所 備　　　考

　職長等能力向上セミナー 10月11日 地場産センター

　労働災害防止団体等連絡会議 4月18日 三条監督署

　第２回ゼロ災リーダー研修会 12月13日 地場産センター

　現場監督者のリスクアセスメント研修 6月9日 地場産センター

労務管理研究会・安全衛生祈願祭 1月6日 弥彦村

　第１回ゼロ災リ一ダー研修会 7月27日 地場産センター

備　　　考

　全国安全週間周知 ６　月 全　域

　新潟県労働安全衛生大会 9月15日 新潟市

新規加入促進活動 通　年 全域

項　　　　目 実施予定日 場　　　所

労務担当者実務研修会 6月14日 地場産センター

最低賃金周知 通　年 全域

頂　　　　目 実施予定日 場 　　　　所 備　　　考



３．教育講習事業

項　　目

その他

9月21～22日 長岡新産管理センター
学科

実技
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 6.フルハーネス型墜落制止用器具使用作業 5月12日 地場産センター
学科

実技

 1.シルバー人材センター安全衛生教育 随時 三条市東公民館

 5.低圧電気取扱業務

8月25日 地場産センター
学科

実技

11月15日 地場産センター
学科

実技

実技

 4.研削といし取替業務

6月23～24日 長岡新産管理センター
学科

実技

10月25～26日 長岡新産管理センター
学科

実技

 3.アーク溶接業務

7月15～17日
長岡新産管理センター 学科

ポリテクセンター 実技

10月21～23日
長岡新産管理センター 学科

ポリテクセンター

7月12～13日 長岡新産管理センター
学科

実技

5月20～21日
地場産センター 学科

有本電器製作所 実技

11月11～12日
地場産センター 学科

有本電器製作所

マルソー 実技

12月2～3日
地場産センター 学科

マルソー 実技

特別教育

 1.クレーン運転業務

6月3～4日
地場産センター 学科

マルソー 実技

9月2～3日
地場産センター 学科

実技

2月3～4日
地場産センター 学科

有本電器製作所 実技

 2.動力プレスの金型取付取外し又は
　 調整業務

5月24～25日 地場産センター

8月18～19日 地場産センター

内　　　　　　　容 実施予定日 場　　　所 備　考

法定教育

 1.新入者安全衛生教育 4月7日 地場産センター

 2.職長・安全衛生責任者教育

11月24～25日 地場産センター

2月15日～16日 地場産センター

 3.製造業における職長等能力向上教育 10月11日 地場産センター

4月19～20日 地場産センター



４．その他の事業

 図書用品等の斡旋 　通　年

項　　　　目 実施予定日 備　　　　　　考

 労働基準ニュース送付 　毎　月 　全会員無料配布

安全衛生
管理者等教育

 1.安全管理者選任時研修 7月7～8日 地場産センター 学科

 2.安全衛生推進者養成講習 10月6～7日 地場産センター

 測定器具・安全衛生関係DVD等の貸出し 　通　年 　無　料
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 ゼロ災章交付申請 　4月1日～8日
　令和3年4月１日～令和4年3月31日

　の間、無災害事業場を対象

 中小企業無災害記録証授与申請 　通　年 　中災防の無災害授与規定による

学科

学科

実技

1月30～31日 安全衛生教育センター
学科

実技

3月8・9日 安全衛生教育センター 実技

 4.ガス溶接技能講習会

6月20～21日 安全衛生教育センター
学科

実技

9月29～30日 安全衛生教育センター

11月24・25日 安全衛生教育センター 実技

3月6～7日 安全衛生教育センター 学科

 3.小型移動式クレーン技能講習会

7月11～12日 安全衛生教育センター 学科

7月13・14 日 安全衛生教育センター 実技

11月21～22日 安全衛生教育センター 学科

学科

5月26・27 日 安全衛生教育センター 実技

12月15～16日 安全衛生教育センター 学科

12月19・20日 安全衛生教育センター 実技

8月2～3日 安全衛生教育センター 学科

8月4・5日 安全衛生教育センター 実技

安全衛生教育センター 学科

 10月13・14・17日 安全衛生教育センター 実技

3月1～2日 安全衛生教育センター 学科

技能講習
申込受付のみ

 1.玉掛け技能講習会

4月21～22日 安全衛生教育センター 学科

4月25・26・27日 安全衛生教育センター 実技

 10月11～12日

 3月3・6・7日 安全衛生教育センター 実技

 2.床上操作式クレーン技能講習会

5月24～25日 安全衛生教育センター


