
別添１

管轄 開催月日 名称 実施主体

5月16日 岐阜県砕石工業組合通常総会 岐阜県砕石鉱業組合 50 人

5月19日 日本クレーン協会岐阜支部定時総会 日本クレーン協会岐阜支部 50 人

5月19日 建設荷役車両安全技術協会岐阜県支部定時総会 建設荷役車両安全技術協会岐阜県支部 50 人

5月25日 日本ボイラー協会岐阜支部通常総会 日本ボイラー協会岐阜支部 35 人

5月30日 岐阜県警備業協会総会 岐阜県警備業協会 70 人

5月30日 岐阜県トラック協会岐阜支部通常総会 岐阜県トラック協会岐阜支部 200 人

6月6日 建設業労働災害防止協会岐阜県支部代議員会 建設業労働災害防止協会岐阜県支部 25 人

6月9日 林業・木材製造業労働災害防止協会岐阜県支部通常総会 林業・木材製造業労働災害防止協会岐阜県支部 50 人

6月15日 岐阜県労働基準協会連合会総会 岐阜県労働基準協会連合会 30 人

6月28日 岐阜県採石公害防止連絡協議会通常総会 岐阜県採石公害防止連絡協議会 40 人

9月29日 岐阜土木工業会　安全衛生研修会 岐阜土木工業会 100 人

8月上旬 建設工事関係者連絡会議 署 35 人

7月中旬 本巣市建設協会　安全技術研修会 本巣市建設協会 40 人

8月中旬 岐阜県砕石工業会　安全衛生講習会 岐阜県砕石工業会　岐阜支部 40 人

9月12日 労働衛生週間準備講習会 署、岐阜協会 350 人

7月19日 岐阜協会労働災害防止、粉じん対策、健康確保対策委員会合同委員会 岐阜協会 60 人

9月中旬 岐阜協会労働災害防止、粉じん対策、健康確保対策委員会合同パトロール 岐阜協会 60 人

熱中症対策のキャンペーン期間中（５月～９月）の
周知啓発の取組（安全週間の取組（別添２，３を除く））について

岐阜署

局

参加者数
（見込み）
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5月19日 役員会　コンクリート部会　 大垣労働基準協会 3 人

5月22日 建設リサイクル法に関するパトロール 大垣市役所 19 人

5月24日 新規学卒者講習会 大垣公共職業安定所 200 人

5月26日 労働災害防止研修会　採土部会 大垣労働基準協会 12 人

5月26日 平成29年5月度　化学部会 大垣労働基準協会 25 人

7月 吉城建設業協会安全大会 吉城建設業協会 70 人

7月 砕石業務管理者等講習会 岐阜県砕石工災害防止連絡会議、岐阜県砕石工業組合 45 人

8月 飛騨地区産業医研修会 岐阜県医師会 25 人

9月 下呂建設業協会安全研修会 下呂建設業協会 40 人

5月16日 多治見市管工事組合　災害防止講習会 多治見市管工事組合 20 人

7月 転倒災害防止講習(食料品製造業) 署 100 人

7月5日 はさまれ・巻き込まれ災害防止講習会 署 100 人

8月 労働時間適正把握ガイドライン・労働災害防止セミナー(社会福祉施設) 署 100 人

8月 新丸山ダム連絡協議会(安全講習会) 新丸山ダム建設工事事務所 30 人

9月 建設工事関係者連絡会議 署 30 人

9月8日 粉じん対策講習会（窯業原料） 署 100 人

5月19日 可茂火薬類保安協議会安全対策講習会 可茂火薬類保安協議会 20 人

8月 建設工事関係機関連絡会議 署 30 人

8月 関市プレス安全対策研究会安全大会 関市プレス安全対策研究会 40 人

9月 非正規労働者安全対策研修会 署 60 人

高山署

関署

大垣署

多治見署
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5月17日 恵那労働基準協会　中津川支部　定期会員総会 協会　中津川支部 40 人

5月18日 恵那労働基準協会　恵中支部　定期役員総会 協会　恵中支部 30 人

5月23日 岐阜県花崗岩販売共同組合　安全講話（通常総会） 花崗岩販売協同組合 20 人

5月26日 恵那労働基準協会　明智支部　定時総会 協会　明智支部 20 人

5月26日 紙パ安全衛生協議会 紙パ安全協議会 20 人

5月30日 恵那労働基準協会　定期総会 協会 50 人

7月14日 労務管理・災害防止セミナー（食料品） 署 40 人

８月 労務管理・災害防止セミナー（社会福祉施設） 署 40 人

5月17日 郡上地域林業緊急安全大会 署 30 人

5月24日 NEXCO岐阜工事事務所安全パトロール NEXCO岐阜工事事務所 150 人

6月1日 岐阜八幡労働基準協会定例総会 岐阜八幡労働基準協会 30 人

7月26日 NEXCO岐阜工事事務所安全パトロール NEXCO岐阜工事事務所 150 人

7月 ヤマシタ工務店安全大会 (株)ヤマシタ工務店 200 人

7月 郡上森林組合安全衛生大会 郡上森林組合 100 人

8月 建災防八幡分会安全パトロール 建災防八幡分会 30 人

9月 NEXCO岐阜工事事務所安全パトロール NEXCO岐阜工事事務所 150 人

3454

岐阜八幡署

恵那署



別添２

管轄 開催月日 名称 実施主体

署 6月～7月 建設現場一斉監督 全署

6月7日 合同安全講習会 岐阜県道路・舗装技術協会ほか４団体 150 人

6月12日 平成29年度建設工事関係者連絡会議 岐阜労働局　労働基準部 18 人

6月13日 平成29年度第1回安全衛生労使専門家会議 岐阜労働局　労働基準部 15 人

6月16日 平成29年度岐阜県建設業労働災害防止大会 建設業労働災害防止協会岐阜県支部 120 人

6月22日 解体工事における災害防止労働安全対策研修会 岐阜県土木建築解体事業協同組合 40 人

7月3日
平成29年度全国安全週間岐阜労働局長安全パト
ロール

岐阜労働局　労働基準部 50 人

6月1日 小売業労働災害防止講習会 署 50 人

6月1日 岐阜低層住宅安全対策委員会 岐阜低層住宅安全対策委員会 20 人

6月13日 安全週間準備講習会 署、岐阜協会 350 人

6月29日 岐阜土木工業会　安全衛生大会 岐阜土木工業会 100 人

6月下旬 第三次産業に係る労働災害防止講習会 署 20 人

6月6日 全国安全主管準備講習会 大垣労働基準協会 210 人

6月23日 平成29年度西濃地域産業保健センター運営協議会 西濃地域産業保健センター 10 人

7月4日 平成29年度建設業安全大会 岐阜県西濃建設業協会 200 人

岐阜労働局

全国安全週間の準備期間（6月1日～6月３０）及び本週間（7月1日～7月7日）の期間中に
岐阜労働局及び県内７労基署が実施する労働災害防止指導予定一覧表

局

大垣署

参加者数
（見込み）

岐阜署
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6月1日 土木技術講習会 名古屋林業土木協会 100 人

6月9日 飛騨高山森林組合安全衛生大会 飛騨高山森林組合 45 人

6月28日 飛騨地区労働安全衛生大会 飛騨地区労働基準協会連合会 400 人

7月6日 たかやま林業建設協同組合労働安全衛生大会 たかやま林業建設協同組合 35 人

6月1日 安全衛生優良事業場研修会 署 20 人

6月7日 東濃産業労働協会　安全週間準備期間講習会 東濃産業労働協会 50 人

6月7日 東中濃採石販売組合　安全パトール 東中濃採石販売組合 20 人

6月27日 建災防多治見分会　安全衛生大会 建災防多治見分会 100 人

7月3日 岐阜県可児工業団地協同組合　安全衛生大会 岐阜県可児工業団地協同組合 100 人

7月 東濃建築工事安全講習会 東濃建築工事組合 50 人

7月 可児市建設業連合会　安全衛生大会 可児市建設業連合会 100 人

7月 採石業労働災害防止講習 東中濃採石販売組合 50 人

6月 はさまれ巻き込まれ災害防止講習会 署 60 人

6月8日 中濃労働基準協会安全大会 中濃労働基準協会 100 人

6月21日 可茂建設業協会安全大会 可茂建設業協会 90 人

6月21日 美濃建設業協会安全大会 美濃建設業協会 55 人

高山署

関署

多治見署



別添２

管轄 開催月日 名称 実施主体

岐阜労働局
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（見込み）

6月5日 恵那地域火薬類保安協議会　通常総会 恵那地域火薬類保安協議会 20 人

6月14日 平成29年度　ゼロ災トライアル推進大会 恵那署・ゼロ災トライアル実行委員会 250 人

6月22日 恵那労働基準協会　岩村支部　定期総会 協会　岩村支部 20 人

6月9日 (株)高垣組労働安全衛生大会 (株)高垣組 200 人

6月21日 郡上建設業協会安全衛生労働災害防止大会 （一社）郡上建設業協会 300 人

6月15日 NEXCO中日本岐阜工事事務所安全パトロール NEXCO中日本岐阜工事事務所 150 人

7月 内ヶ谷ダム工事安全大会 前田・大日本・市川・TSUCHIYA　JV 50 人

3718

恵那署

岐阜八幡署



別添３

管轄 開催月日 名称 事業場名

6月20日 杉山建設及び協力会　安全大会 杉山建設（株） 150 人

6月23日 大和ハウス工業岐阜支社及び協力会　安全大会 大和ハウス工業岐阜支社 500 人

6月30日 金神鋼業（株）労働安全衛生大会 金神鋼業（株） 130 人

6月30日 （株）松波水道ポンプ工業所及び協力会社安全衛生大会 （株）松波水道ポンプ工業所 100 人

7月1日 （株）市川工務店建設部安全環境大会 （株）市川工務店 350 人

7月上旬 （株）川瀬組及び協力会社　安全大会 （株）川瀬組 40 人

6月2日 安全研修大会 三建産業（株） 100 人

6月8日 ２０１７年度ＴＳＵＣＨＩＹＡ安全大会 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 350 人

6月14日 泉左官住設（株）平成29年度安全大会 泉左官住設（株） 50 人

6月22日 平成29年度（株）佐竹組
安全協力会総会・安全衛生大会 （株）佐竹組 70 人

6月30日 安全大会 株式会社　天野建設 100 人

6月16日 安全大会 株式会社　三和木 100 人

6月7日 ㈱長瀬土建安全衛生大会 ㈱長瀬土建 90 人

6月 日産工業㈱安全衛生大会 日産工業㈱ 80 人

6月 飛騨建設㈱安全衛生大会 飛騨建設㈱ 90 人

6月20日 平成２９年度安全大会 ㈱野田建設 300 人

6月19日 平成２９年度労働災害防止大会 青協建設㈱ 330 人

恵那署 7月1日 (株)吉川工務店　安全大会 (株)吉川工務店・協力会社 30 人

2960

関署

（各署把握分）

全国安全週間の準備期間（6月1日～6月３０）及び本週間（7月1日～7月7日）の期間中に
県内の事業場が独自に行う安全大会一覧表

参加者数
（見込み）

岐阜署

大垣署

多治見署

高山署


