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― 厚生労働省委託事業 ―

はじめての化学物質のリスクアセスメントセミナー【基礎コース】

平成28年6月1日に施行された改正労働安全衛生法に基づき、一定の危険性・有害性を有する化学物質（安全データシ
ート（SDS）交付義務対象の663物質）を製造あるいは取り扱うすべての事業者は、業種や規模を問わず、化学物質の
適切な取り扱いによる労働災害防止に向けて、危険性・有害性のリスクアセスメントを実施することが求められていま
す。

しかしながら、サービス業などの第3次産業に該当する事業者をはじめ、少量・低頻度で化学物質を取り扱う事業者の
場合、専任の化学物質管理担当者などが不足しており、また事業者自身が必ずしも専門知識を有するとは限らないこと
などから、リスクアセスメントの実施が難しい状況にあります。

そこで厚生労働省では、第3次産業や少量・低頻度で化学物質を取り扱う事業者に向けて、簡便なリスクアセスメント
支援ツール「CREATE-SIMPLE」をみずほ情報総研株式会社と共同で開発しました。

本セミナーでは、特に第3次産業の事業者など少量・低頻度で化学物質を取り扱う事業者を主な対象として、化学物質
のリスク及びリスクアセスメントの基礎からツールの使い方まで解説します。

本セミナーは、厚生労働省から委託を受け、みずほ情報総研株式会社が運営支援等を行います。

プログラム（予定）ほか

左右スクロールで表全体を閲覧できます

＜第1部＞※第1部のみの参加も可能です。

10時00分～1
0時30分

化学物質のリスクとリスクアセスメントの基礎
・化学物質の有害性とは
・化学物質のリスクとリスクアセスメントとは（基礎編）

10時30分～1
1時15分

化学物質管理の基礎
・化学物質のリスクとリスクアセスメント（基礎～中級者向け）
・GHSラベルとSDSのポイント

11時15分～1
1時45分

CREATE-SIMPLEの使い方
・CREATE-SIMPLEの概要
・CREATE-SIMPLEの使い方

11時45分～1
2時45分

休憩

＜第2部＞※講演内容には、中・上級者向けの内容も含んでいます。

 ご案内（PDF/629KB）

https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/pdf/ra_kiso.pdf
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/pdf/ra_kiso.pdf
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/pdf/ra_kiso.pdf
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12時45分～1
3時20分

労働安全衛生法の改正のポイント
・改正労働安全衛生法に基づいたリスクアセスメントの概要

13時20分～1
4時00分

少量・低頻度向けのリスクアセスメント手法（CREATE-SIMPLEの計算方法）について
・英国HSE COSHH Essentialsを踏まえた、少量低頻度向けのリスクアセスメント手法

左右スクロールで表全体を閲覧できます

参加対象

参加費 無料

講師 みずほ情報総研 環境エネルギー第1部 貴志孝洋
みずほ情報総研 環境エネルギー第1部 後藤嘉孝

主催 厚生労働省 労働基準局安全衛生部化学物質対策課

事務局 みずほ情報総研

参考

日程、参加申し込み

左右スクロールで表全体を閲覧できます

日程 地域 会場 定員 参加申し込み

2017年11月29日
水曜日

広島
広島県JAビル 講堂
広島市中区大手町4-7-3 JAビル10F 100名

2017年12月8日
仙都会館 8階会議室

洗浄・清掃、その他施術を行うサービス業などの第3次産業に該当する事業者
（例：ネイルサロン、ビルメンテナンス業などを営む事業者など）



化学物質を少量・低頻度で取り扱う製造業に該当する事業者

上記の事業者が主な対象ですが、限定しておりませんので皆様の積極的なご参加をお待
ちしております。

*

労働安全衛生法の改正について（ラベル・リスクアセスメント関係）（厚生労働省）

日程および会場をご確認のうえお申し込みください。

お申し込みページにて、事前に質問を受け付けています。多くの方々からご連絡いただいた質問については、講演の
際に参考とさせていただきます。
（ご回答いただいた内容は統計的に処理し、企業名や個別の回答結果が公となることはありません）



当日は、必ずお申し込みの際の確認メールを印刷してお持ちください。

案内図
お申し込み

https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=3141
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=3442
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/hiroshima.html
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金曜日
仙台 宮城県仙台市青葉区中央2-2-10 150名

2017年12月12日
火曜日

大阪

新大阪丸ビル別館
大阪市東淀川区東中島1-18-22 新
大阪丸ビル別館10F

250名

2018年1月11日
木曜日

東京

大手町サンスカイルーム A室
東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生
命大手町ビル27F

250名

2018年1月23日
火曜日

福岡

福岡ビル 大ホール
福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビ
ル9F

150名

2018年1月31日
水曜日

名古屋
名古屋銀行協会 大ホール
名古屋市中区丸の内2-4-2 250名

2018年2月6日
火曜日

大阪

新大阪丸ビル別館
大阪市東淀川区東中島1-18-22 新
大阪丸ビル別館10F

250名

2018年2月8日
木曜日

東京

ベルサール三田 Room123
東京都港区三田住友不動産三田ツイ
ンビル西館1F

250名

お問い合わせ

リスクアセスメントセミナー事務局
みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第1部
担当：廣田、八木、後藤、貴志
電話：03-5281-5491（受付時間 ［平日］10時00分～17時00分）
E-mail：ra_seminar2017@mizuho-ir.co.jp

環境エネルギー第1部

03-5281-5491

案内図
お申し込み

案内図

お申し込み

案内図

お申し込み

案内図

お申し込み

案内図
お申し込み

案内図

お申し込み

案内図

お申し込み

日程・会場は変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。*

mailto:ra_seminar2017@mizuho-ir.co.jp
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=3441
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/sendai.html
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=2691
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/osaka.html
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=2981
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/tokyo.html
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=3135
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/fukuoka.html
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=3625
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/nagoya.html
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=2691
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/osaka02.html
https://www.mizuho-ir.co.jp/cgi-bin/link/link.cgi?id=3639
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/tokyo02.html
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みずほ情報総研

個人情報のお取扱いについて

本ウェブサイトのご利用にあたって
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