
日時 問合せ先 会場 所轄署

９月２日（月）午後１時30分
（一社）古河労働基準協会
℡0280-31-4176

古河市三和地域交流センターコスモスプラザ 古河労働基準監督署

９月３日（火）午後１時30分
（一社）筑西労働基準協会
℡0296-24-2796

茨城県県西生涯学習センター 筑西労働基準監督署

９月３日（火）午後１時30分
（一社）龍ケ崎労働基準協会
℡0297-62-7923

龍ケ崎市文化会館小ホール 龍ケ崎労働基準監督署

９月３日（火）午後１時
（一社）鹿島労働基準協会
℡0299-83-8440

鹿嶋勤労文化会館大ホール 鹿嶋労働基準監督署

９月４日（水）午後１時30分
（一社）土浦労働基準協会
℡029-824-0324

ホテルマロウド筑波 土浦労働基準監督署

９月５日（木）午後１時30分
（一社）太田労働基準協会
℡0294-72-3489

常陸太田市民交流センターパルティーホール 水戸労働基準監督署

９月６日（金）午後１時30分
（一社）日立労働基準協会
℡0294-23-3431

日立シビックセンター音楽ホール 日立労働基準監督署

９月６日（金）午後１時30分
（一社）常総労働基準協会
℡0297-22-0949

常総市生涯学習センター 常総労働基準監督署

９月11日（水）午後１時30分
（一社）水戸労働基準協会
℡029-233-6622

ザ・ヒロサワ・シティ会館小ホール 水戸労働基準監督署

日時 問合せ先 会場 所轄局

10月４日（金）午後１時
（一社）茨城労働基準協会連合会
℡029-225-8881

ザ・ヒロサワ・シティ会館大ホール 茨城労働局

全国労働衛生週間準備打合せ会等の日程

茨城県産業安全衛生大会の日程

＊　問合せ先及び会場においては、取材することができますので、取材方お願いします。
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全国労働衛生週間準備打合せ会等の開催内容 
 

 

 

１ 一般社団法人水戸労働基準協会主催（水戸労働基準監督署後援） 

（１）名称   水戸地区産業安全衛生大会 

（２）日時   令和元年９月 11 日（水）午後１時 30 分から 

（３）会場   ザ・ヒロサワ・シティ会館小ホール（水戸市千波町 697） 

（４）内容 

  ①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②特別講演 演題  令和時代をイキイキと生きるために（薬とサプリメ 

ントの上手なつきあい方・受動喫煙防止） 

 講演者 かたくら労働安全衛生コンサルタント事務所長、 

薬剤師、労働安全・労働衛生コンサルタント 

片倉 薫 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人水戸労働基準協会（℡029-233-6622） 

 

 

２ 一般社団法人太田労働基準協会主催（水戸労働基準監督署後援） 

（１）名称   太田地区産業安全衛生大会 

（２）日時   令和元年９月５日（木）午後１時 30 分から 

（３）会場   常陸太田市民交流センターパルティーホール（常陸太田市 

中城町 3210） 

（４）内容 

①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②特別講演 演題  働き方改革のすべて（企業の魅力ある環境づくり） 

講演者 茨城働き方改革推進支援センター長 

（アドバイザー） 野口 清 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人太田労働基準協会（℡0294-72-3489） 

 

 

３ 一般社団法人日立労働基準協会主催（日立労働基準監督署後援） 

（１）名称   日立地区産業安全衛生大会 

（２）日時   令和元年９月６日(金)午後１時 30 分から 

（３）会場   日立シビックセンター音楽ホール（日立市幸町１-21-１） 

（４）内容 

①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②茨城産業保健総合支援センターからのお知らせ 

③特別講演 演題  これからの健康診断のあり方 

講演者 一般財団法人全日本労働福祉協会長 

柳沢 信夫 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人日立労働基準協会（℡0294-23-3431） 

 

資料 ３ 
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４ 一般社団法人土浦労働基準協会主催（土浦労働基準監督署後援） 

（１）名称   全国労働衛生週間準備期間土浦地区大会 

（２）日時   令和元年９月４日(水)午後１時 30 分から 

（３）会場   ホテルマロウド筑波（土浦市城北町２-24） 

（４）内容 

①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②特別講演 演題  治療と仕事の両立支援について 

      講演者 茨城産業保健総合支援センター 両立支援促進員 

中川 一史 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人土浦労働基準協会（℡029-824-0324） 

 

 

５ 一般社団法人筑西労働基準協会主催（筑西労働基準監督署後援） 

（１）名称   全国労働衛生週間準備打合せ会 

（２）日時   令和元年９月３日（火）午後１時 30 分から 

（３）会場   茨城県県西生涯学習センター（筑西市野殿 1371） 

（４）内容 

①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②特別講演 演題  中小規模事業場におけるメンタルヘルス 

      講演者 茨城産業保健総合支援センター 産業保健相談員 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 産業医 村井 正 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人筑西労働基準協会（℡0296-24-2796） 

 

 

６ 一般社団法人古河労働基準協会主催（古河労働基準監督署後援） 

（１）名称   全国労働衛生週間準備打合せ会 

（２）日時   令和元年９月２日（月）午後１時 30 分から 

（３）場所   古河市三和地域交流センターコスモスプラザ(古河市仁連 2065) 

（４）内容 

①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②健康づくりの体験（健康保持増進のための運動実践） 

③特別講演 演題  安全職場のメンタルヘルス（自分でできるストレス 

解消法と職場活動のヒント） 

      講演者 かたくら労働安全衛生コンサルタント事務所長、 

薬剤師、労働安全・労働衛生コンサルタント 

片倉 薫 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人古河労働基準協会（℡0280-31-4176） 
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７ 一般社団法人常総労働基準協会主催（常総労働基準監督署後援） 

（１）名称   全国労働衛生週間準備打合せ会 

（２）日時   令和元年９月６日（金）午後１時 30 分から 

（３）会場   常総市生涯学習センター（常総市水海道天満町 4684） 

（４）内容 

①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②茨城産業保健総合支援センターからのお知らせ 

③特別講演 演題  節目の健康 

講演者 一般財団法人全日本労働福祉協会 

茨城健診センター長 湊 孝治 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人常総労働基準協会（℡0297-22-0949） 

 

 

８ 一般社団法人龍ケ崎労働基準協会主催（龍ヶ崎労働基準監督署後援） 

（１）名称   全国労働衛生週間準備打合せ会 

（２）日時   令和元年９月３日（火）午後１時 30 分から 

（３）会場   龍ケ崎市文化会館小ホール（龍ケ崎市馴馬町 2612） 

（４）内容 

①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②働き方改革関連法の概要 

③特別講演 演題  やってよかった！健康経営（健康を見える化して、 

   くらしで改善） 

講演者 花王株式会社事業ＥＳＧ推進部 

健康ソリューション 部長 森本 聡尚 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人龍ケ崎労働基準協会（℡0297-62-7923） 

 

 

９ 一般社団法人鹿島労働基準協会等６団体＊主催（鹿嶋労働基準監督署 

後援） 

（１）名称   鹿行地区産業安全衛生大会 

（２）日時   令和元年９月３日（火）午後１時から 

（３）会場   鹿嶋勤労文化会館大ホール（鹿嶋市宮中 325-1） 

（４）内容 

①全国労働衛生週間及び準備期間中に各事業場が実施する取組の指導 

②特別講演 演題  事故防止は出船前から（磯釣りから学んだ安全対 

策） 

      講演者 タレント エド山口 氏 

（５）問合せ先 一般社団法人鹿島労働基準協会（℡0299-83-8440） 

＊ 主催は、一般社団法人鹿島労働基準協会、建設業労働災害防止協会茨城県支部鹿島分会、建設業労働

災害防止協会茨城県支部潮来鉾田分会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会茨城県支部鹿行分会、港湾

貨物運送事業労働災害防止協会千葉総支部鹿島支部及び林業木材製造業労働災害防止協会茨城支部鹿島

分会である。 


