
 

平成３０年度事業報告 
自 平成30年4月 1 日 

至 平成31年3月31日 

１． 総務部会 
H30/4/2 会報第249号発行、全会員に送付 

4/2 会員事業場の現状把握のため、｢会員事業場報告｣用紙を全会員に送付 

4/5 平成29年度収入・支出決算額について、監事による会計監査を受ける（協会事務所） 

4/11 

 

第1回理事・監事会を開催 平成30年度一般社団法人通常総会提出議案について審議 

（小山グランドホテル・出席理事23名、監事2名） 

4/27 連合会第1回理事会に出席（宇都宮市・建設産業会館） 

4/27 連合会会報第36号を全会員に送付 

5/16 平成30年度一般社団法人栃木労働基準協会通常総会を開催 

 平成29年度事業報告・収支決算、平成30年度事業計画・収支予算案、役員選出等を審議 

     （ニューアプロニー・総会員数798名のうち出席者78社、委任状538社、合計616社） 

5/16 第2回理事・監事会を開催  役員の選出等について審議（ニューアプロニー・出席理事17名、監事2名） 

5/16 一般社団法人栃木労働基準協会意見交換会を開催（ニューアプロニー・出席者29社33名） 

5/17 平成30年度一般社団法人栃木労働基準協会会費口座振替等の案内書を全会員に送付 

5/22 一般社団法人栃木県労働基準協会連合会通常総会に出席（宇都宮市・東武ホテルグランデ） 

5/24 法人事業税等の申告及び納付 

6/1 宇都宮地方法務局栃木支局において「理事の登記」を完了 

6/1 会報第250号発行、全会員に送付 

6/27 栃木県へ公益目的支出計画実施報告書等を提出 

7/2 連合会報第37号を全会員に送付 

8/1 平成30年度安全衛生功績者及び優良従業員表彰「受賞候補者」の推薦を各支部長に依頼 

8/7 当年度会費未納会員に納入督促［第1回］（19社） 

9/1 会報第251号発行、及び連合会会報第38号を全会員に送付 

11/1 連合会会報第39号を全会員に送付 

11/7 一般社団法人栃木県労働基準協会連合会第3回理事会に出席（宇都宮市・建設産業会館） 

11/22 
第3回理事・監事会を開催（平成30年度上期業務執行状況等審議）（栃木市文化会館・出席理事19

名、監事2名） 

11/22 

 

平成30年度栃木地区産業安全衛生大会「表彰式」を産業安全部会並びに労働衛生部会と共に開催 

（栃木市文化会館 小ホール 参加者数356名） 

 第一部  表 彰 式      安全優良事業場 2社・衛生優良事業場 2社・安全功績者 17名 

      安全標語・衛生標語・熱中症及び転倒災害防止標語入選者 16名 優良従業員 114名 

 
第二部  特別講演 『脳とＡＩの未来』  

 講師 池谷 裕二 氏（東京大学教授） 

12/5 当年度会費未納会員に納入再々督促［第2回］（6社） 

H31/1/7 会報第252号発行、連合会会報第40号を全会員に送付 

2/21 第1回栃木県内労働基準協会事務連絡会議に出席（宇都宮市・ホテル丸治） 

3/1 連合会会報41号を全会員に送付 

3/1 当年度会費未納会員に納入再々督促［第3回］（3社） 

3/22 会員事業場の現状把握のため「会員事業場報告書」用紙を全会員に送付 

3/25 一般社団法人栃木県労働基準協会連合会第4回理事会に出席 （宇都宮市・建設産業会館） 

年間 栃木労働基準協会各支部活動に協力 

 
 



２． 労務管理部会 
H31/1/18 「労務管理セミナー」を栃木・小山地区安全管理者研究会と共催  

                   (ニューアプロニー・出席者58社71名) 

 第一部『わかりやすい改正労働基準法の概要について～「働き方改革」関連法制度のあらまし～』 

栃木労働基準監督署副署長 常盤 宗孝 氏 

 第二部『秘訣は「ワークライフバランス」～一人ひとりの成長を企業の力にする方法』  

株式会社エフコネクト代表取締役社長 清水 亜希子 氏 

年間 「働き方改革」等労働条件対策の推進に協力、その他の労務管理に係る事務指導・相談業務   

 

 

３．産業安全部会 
H30/ 4/1～ 平成30年度「栃木労基署管内新『安全宣言』運動！」をスタート 

4/1～5/31  安全標語を募集   応募作品31社270点 

熱中症災害防止標語 応募作品12社92点 

4/26 雇入れ時教育の実施（ニューアプロニ-・97名受講）  

5/31 産業安全部会の開催 安全管理研修会開催について協議及び安全標語等の審査 

（栃木商工会議所・出席者9名）安全標語1席･2席3席各1点、佳作3点及び熱中症災害防止標

語2点を選出 

6/1 栃木プレス災害防止協議会総会に出席（ニューアプロニー） 

6/1 全国安全週間のぼり及び当年度安全標語入選作を全会員に送付 

6/7 平成30年度安全管理研修会（全国安全週間及び新『安全宣言』運動説明会）を開催  

(栃木市文化会館・参加者84社87名） 

 「労働災害の現状と対策」及び「安全週間実施要綱」栃木労基署 安全専門官 岡村一平氏   

「栃木労基署管内新『安全宣言』運動！」他  栃木労基署 安衛課長 冨永剛彦氏 

 特別講演 『過去の重大災害に学ぶ安全』 

            エヌセーフティオフィス代表 中島 久夫 氏 

6/21 建設工事担当者連絡会議（栃木市公民館・参加者50名）  

6/26 栃木県リスクアセスメント普及促進協議会総会に出席（建設産業会館） 

7/1～7/7 第91回全国安全週間の実施（全国安全週間用品の斡旋・利用事業場 88社）     

10/2 栃木地方産業安全衛生大会に参加（宇都宮市文化会館 参加者35名） 

 優良事業場見学    富士通㈱小山工場 

 安全衛生に係る労働局長表彰  奨励賞：杏林製薬㈱わたらせ創薬センター  

 一般社団法人栃木県労働基準協会連合会長表彰：安全功績者 増山 博氏 

10/17～19 「全国産業安全衛生大会」の開催に協力・参加（横浜市・横浜アリーナほか）                 

11/22 「栃木地区産業安全衛生大会」を開催（栃木市文化会館） 

12/15～31/ 1/15 第48回年末年始無災害運動の実施（年末年始無災害運動用品の斡旋・利用事業場69社） 

31/1/7 安全用品斡旋事業の周知のため「2019年 年間標語ポスター」を全会員に送付 

2/1～3/25 安全衛生教育促進キャンペーンの用品の斡旋（利用事業場25社） 

年間 栃木・小山地区安全管理者研究会活動に協力 

〃  安全教育用ビデオの貸出援助・その他の産業安全に係る事務指導・相談業務  

「平成30年度 栃木労基署管内新『安全宣言』運動！」活動状況 

H30/ 4/1 新『安全宣言』運動！実施要綱の周知及び要綱に基づく「安全衛生方針」の策定を全会員に要請 

  4/1 新『安全宣言』運動！ポスターを全会員に送付 

H31/ 3/18 
栃木労基署管内労働災害防止団体等連絡会議（新『安全宣言』運動！戦略会議）の開催に協力 

（ニューアプロニー・出席者23団体30名） 



４．労働衛生部会 
H30/4/17 栃木県ＴＨＰ推進協議会の総会に出席（護国会館） 

5/25 栃木地区ＴＨＰ推進協議会役員会に出席（栃木商工会議所） 

6/20 

栃木地区ＴＨＰ推進協議会総会に出席（栃木商工会議所） 

 講演「職場における熱中症予防対策」栃木産業保健総合支援センター医師 湯川 悟氏 

                 （参加者 会員・非会員29社36名） 

7/1 平成30年下期定期健康診断・特殊健康診断の実施案内を全会員に送付 

7/1～8/21 
労働衛生標語を募集      応募作品  27社188点 

転倒災害防止標語を募集    応募作品  18社112点 

8/3 栃木県ＴＨＰ推進協議会主催「地区ＴＨＰ推進協議会情報交換会」に出席（日本健康財団） 

8/31 

労働衛生部会の開催 衛生管理研修会の開催について審議、及び衛生標語等の審査 

（栃木商工会議所・出席者11名） 衛生標語1席･2席3席各1点、佳作3点及び転倒災害防止標

語2点を決定 

9/3 全国労働衛生週間のぼり及び当年度衛生標語入選作を全会員に配布 

9/6 

平成30年度衛生管理研修会の開催（栃木市文化会館 参加者91社、95名） 

労働衛生の現状と対策   栃木労基署安全専門官  岡村一平氏 

全国労働衛生週間実施要綱 栃木労基署安全衛生課長 冨永剛彦氏 

 特別講演『受動喫煙防止対策について』 

              労働衛生コンサルタント 阿部哲夫氏 

9/19 栃木地区産業保健センター運営協議会に出席（下都賀郡市医師会） 

10/1～ 10/7 第69回全国労働衛生週間の実施 （全国労働衛生週間用品を斡旋  利用事業場68社） 

10/2 栃木地方産業安全衛生大会に参加（宇都宮市文化会館）  

 一般社団法人栃木県労働基準協会連合会長表彰・労働衛生功績者 植草 英一郎氏 

10/13 栃木地区ＴＨＰ推進協議会の体験ウォーキング大会の開催に協力（みかも山公園 参加者数267名） 

11/22 栃木地区産業安全衛生大会を開催（栃木市文化会館） 

H31/1/7 作業環境測定のご案内を全会員に送付 

3/1 平成31年上期定期健康診断集合健診の実施案内を全会員に送付 

年間 栃木地区ＴＨＰ推進協議会の運営に協力 

〃  労働衛生教育用ビデオ等の貸出援助・その他の労働衛生に係る事務指導・相談業務 

（健康診断実施状況） 

30/2/6～

8/30 

上期健康診断 

  定期健康診断          受診事業場数 

 

延206社 

 

延5,021名 

 

 

   特殊健康診断          受診事業場数 延81社 延2,012名  

   じん肺健康診断         受診事業場数 延35社 延403名  

   行政指導に特殊健康診断     受診事業場数 延32社 延1,083名  

   その他（成人病等）       受診事業場数 延111社 延4,897名  

30/9/6～ 下期健康診断    

31/2/7   定期健康診断          受診事業場数 延113社 延2,823名  

   特殊健康診断          受診事業場数 延82社 延1,749名  

   じん肺健康診断         受診事業場数 延13社 延132名  

   行政指導に特殊健康診断     受診事業場数 延21社 延867名  

   その他（成人病等）       受診事業場数 延32社 延709名  

 合         計       受診事業場数 延729社 延19,696名  



５．特技研究部会 
10/28 平成30年度国家資格試験栃木地区出張特別試験に協力（宇都宮大学） 

31/1/7 特別教育及び技能講習等の希望調査を全会員対象に実施 

 3/1 2019年度特別教育等実施計画表を全会員に配布 

年間 その他の特別教育・技能講習・免許試験等に係る事務指導・相談業務  

（技能講習 ・特別教育等実施状況） 

 講習の種類 受講者数 開催月 

特別教育等 クレーン運転(5トン未満)特別教育 0回 計 0名 中止 

 産業用ロボット特別教育 1回 計 18名 9/11～9/12 

 自由研削といし特別教育 1回 計 21名 12/6 

 動力プレス金型の調整等特別教育 1回 計 33名 1/23 

 粉じん作業特別教育 1回 計 31名 10/16 

 雇入れ時安全衛生教育 1回 計 97名 4/26 

 
職長教育 3回 計 192名 

6/13.14、8/23.24 

30/2/6.7 

 職長等能力向上教育 1回 計 38名 11/13 

 安全管理者選任時研修 1回 計 37名 5/23.24 

 リスクアセスメント担当者実務研修会 1回 計 35名 7/11 

技能講習等 玉掛技能講習 0回 計 0名  

 フォークリフト運転技能講習 0回 計 0名  

 2級ボイラー実技講習 5回 計 3名 5・7・10・12・3 

 ボイラー取扱作業主任者技能講習 5回 計 8名 4・7・9・11・2 

 普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習 5回 計 6名 6・8・11・1・3 

 ガス溶接技能講習 0回 計 0名  

能力向上教育 ボイラー取扱作業主任者向上教育 1回 計 0名 8 

 合    計  27回  519名  

栃木労基署管内新『安全宣言』運動！に基づく講習会の開催及び参加状況  

（出席数は他の災防団体も含まれます） 

4/26 雇入れ時教育（未熟練労働者） 栃木商工会議所   97 人 

6/7 全国安全週間説明会（「安全宣言」運動説明会） 栃木市文化会館   87 人 

6/21 建設工事担当者連絡会議 中央公民館   55 人 

9/6 全国衛生週間説明会 栃木市文化会館   95 人 

11/8 化学物質による健康障害防止対策セミナー ニューアプロニー      78 人 

11/16 栃木地区産業安全衛生大会（『安全宣言』推進大会） 栃木市文化会館   356 人 



６．労災補償部会 

30/4/20 平成30年度労働保険年度更新説明会に出席（岩舟コスモスホール） 

7/6  労働保険事務組合委託事業場に係る労働保険の申告(委託事業場 68件) 

9/5 労働保険事務組合委託事業場に係る労働保険の増額訂正申告(委託事業場 1件) 

9/13 労働保険事務組合関東地域ブロック会議に出席（宇都宮市） 

9/26 労働保険事務組合報奨金に係る申立書を提出 

12/6 労働保険事務組合委託事業場に係る労働保険の増額訂正申告(委託事業場 3件) 

31/2/8 労保連研修会に出席（宇都宮市） 

3/19 平成30年度労働保険年度更新総コンシステム説明会に出席（パルティ（宇都宮市）会議室） 

年 間 労働保険事務組合委託事業場に事務代行及び指導 

〃 労働保険事務組合理事会・加入促進委員会に出席 

〃 労働保険事務組合栃木支部各種研修会への協力 

〃  その他の労働災害補償保険に係る事務指導・相談業務   

 


