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末現在で

とりわけ製造業における労働災害は
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象とした「

緊急要請を行うこ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
報道関係者

 
 
  

 

 鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

末現在で

とりわけ製造業における労働災害は

4 人

このような事態を重く受け、

象とした「

緊急要請を行うこ

 ぜひ取材にお越しください。
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【取材対応について】

 
 
 
 

報道関係者

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

末現在で

とりわけ製造業における労働災害は

人と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

象とした「

緊急要請を行うこ

ぜひ取材にお越しください。
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【取材対応について】

 
 
 
 

報道関係者

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

末現在で

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

象とした「

緊急要請を行うこ

ぜひ取材にお越しください。

 日時

 場所

 出席者

 内容

 
 
          

          

          

          

       

 

【取材対応について】

 
 

報道関係者

～

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

末現在で 13
とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

象とした「

緊急要請を行うこ

ぜひ取材にお越しください。

日時

場所

出席者

内容

 
 
          

          

          

          

       

 

【取材対応について】

 
 

報道関係者 各位

～ 

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

13 人

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

象とした「緊急

緊急要請を行うこ

ぜひ取材にお越しください。

厚生労働省

鹿沼労働基準監督署

日時   

場所   

出席者

内容 
  
  
          

          

          

          

       

  

【取材対応について】

 会議は公開で行われます。撮影可です。

 会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

各位

 休業

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

人（速報値）と昨年同

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

緊急労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

緊急要請を行うこ

ぜひ取材にお越しください。

厚生労働省

鹿沼労働基準監督署

   

   

出席者  

 
 
 

          

          

          

          

       

 

【取材対応について】

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

各位 

「

休業

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

（速報値）と昨年同

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

緊急要請を行うことにしました。

ぜひ取材にお越しください。

厚生労働省

鹿沼労働基準監督署

   

   

  

 
 

          

          

          

          

       

 

【取材対応について】

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

 

「緊急

休業 4

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

（速報値）と昨年同

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

とにしました。

ぜひ取材にお越しください。

厚生労働省

鹿沼労働基準監督署

   平成

   鹿沼市職業訓練センター

（鹿沼市上石川

  管内労働災害防止団体

 （１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

 （２）議題

          

          

          

          

       （３）緊急要請文の手交

 （４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

【取材対応について】

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

緊急

4 日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

（速報値）と昨年同

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

とにしました。

ぜひ取材にお越しください。

厚生労働省

鹿沼労働基準監督署

平成

鹿沼市職業訓練センター

（鹿沼市上石川

管内労働災害防止団体

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

（２）議題

          

          

          

          

（３）緊急要請文の手交

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

【取材対応について】

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

緊急労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

（速報値）と昨年同

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

とにしました。

ぜひ取材にお越しください。

厚生労働省

鹿沼労働基準監督署

平成 30
鹿沼市職業訓練センター

（鹿沼市上石川

管内労働災害防止団体

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

（２）議題

          ①第

          ②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

          ③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

          ④意見交換

（３）緊急要請文の手交

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

【取材対応について】 
会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

（速報値）と昨年同

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

とにしました。

ぜひ取材にお越しください。

厚生労働省

鹿沼労働基準監督署

30 年

鹿沼市職業訓練センター

（鹿沼市上石川

管内労働災害防止団体

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

（２）議題

①第

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

④意見交換

（３）緊急要請文の手交

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

 
会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

（速報値）と昨年同

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

とにしました。

ぜひ取材にお越しください。

厚生労働省

鹿沼労働基準監督署

年 4
鹿沼市職業訓練センター

（鹿沼市上石川

管内労働災害防止団体

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

（２）議題 
①第 13
②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

④意見交換

（３）緊急要請文の手交

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

（速報値）と昨年同時

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

このような事態を重く受け、鹿沼労働基準監督署

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

とにしました。 
ぜひ取材にお越しください。 

 

鹿沼労働基準監督署

4 月

鹿沼市職業訓練センター

（鹿沼市上石川

管内労働災害防止団体

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

 
13

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

④意見交換

（３）緊急要請文の手交

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

時期（

とりわけ製造業における労働災害は

と非常に憂慮すべき事態となっています。

鹿沼労働基準監督署

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

 

 栃木労働局

鹿沼労働基準監督署

月 25
鹿沼市職業訓練センター

（鹿沼市上石川 1465
管内労働災害防止団体

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

13 次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

④意見交換

（３）緊急要請文の手交

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

期（

とりわけ製造業における労働災害は 6 人

と非常に憂慮すべき事態となっています。

鹿沼労働基準監督署

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

栃木労働局

鹿沼労働基準監督署

25 日（

鹿沼市職業訓練センター

1465
管内労働災害防止団体

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

④意見交換 
（３）緊急要請文の手交

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

期（6
人、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

と非常に憂慮すべき事態となっています。

鹿沼労働基準監督署

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

栃木労働局

鹿沼労働基準監督署

日（

鹿沼市職業訓練センター

1465－
管内労働災害防止団体

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（３）緊急要請文の手交

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

6 人）と比較して

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

と非常に憂慮すべき事態となっています。

鹿沼労働基準監督署

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

栃木労働局

鹿沼労働基準監督署

日（水）

鹿沼市職業訓練センター 

－4
管内労働災害防止団体 11

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（３）緊急要請文の手交 
（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

）と比較して

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

と非常に憂慮すべき事態となっています。

鹿沼労働基準監督署

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

栃木労働局

鹿沼労働基準監督署 

水）

 第

4） 
11

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

 
（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

 

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

 

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

）と比較して

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

と非常に憂慮すべき事態となっています。 
鹿沼労働基準監督署

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

 

栃木労働局

 

水）10
第 1
 

11 団体（添付名簿のとおり）

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

 

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、

 

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

）と比較して

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

鹿沼労働基準監督署

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

 

栃木労働局

平成

【照会先】

 

  

  

 

10 時

1 研修室

団体（添付名簿のとおり）

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

日以上の労働災害が倍増、手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

）と比較して

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

鹿沼労働基準監督署に

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

栃木労働局 

平成

【照会先】

 鹿沼労働基準監督署

  

  

 （電話）

時 00
研修室

団体（添付名簿のとおり）

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議は公開で行われます。撮影可です。 
会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

）と比較して

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

においては

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

 

平成 30

【照会先】

鹿沼労働基準監督署

  監

  産業

（電話）

00 分～

研修室

団体（添付名簿のとおり）

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。

労働災害防止団体等連絡会議

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

）と比較して 216
、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

おいては

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

  

Press Release
30 年

【照会先】

鹿沼労働基準監督署

監 

産業

（電話）

分～

研修室 

団体（添付名簿のとおり）

（１）鹿沼労働基準監督署長あいさつ 

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

会議後に当署職員が個別取材対応いたします。 

労働災害防止団体等連絡会議

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

16％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

おいては

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

 

Press Release
年 4

【照会先】 

鹿沼労働基準監督署

 督

産業安全専門官

（電話）

分～ 

 

団体（添付名簿のとおり）

 

次労働災害防止計画について

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

 

労働災害防止団体等連絡会議

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

おいては、

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release
4 月

鹿沼労働基準監督署

督 

安全専門官

（電話）0289

  

団体（添付名簿のとおり）

次労働災害防止計画について 
②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

労働災害防止団体等連絡会議」

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

、管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release
月 18

鹿沼労働基準監督署

 課 

安全専門官

0289

 

団体（添付名簿のとおり）

 
②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

」を開催

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release
18 日

鹿沼労働基準監督署

 長

安全専門官

0289－

団体（添付名簿のとおり）

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

を開催

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release
日 

鹿沼労働基準監督署

長  

安全専門官 
－64

団体（添付名簿のとおり）

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

を開催

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release
 

鹿沼労働基準監督署 
  

  
64－3215

団体（添付名簿のとおり） 

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

を開催

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release

 
  西橋秀明

  檜山正明

3215

 

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告

を開催 

手指の切断災害相次ぐ

鹿沼労働基準監督署管内（鹿沼市）において、本年発生の労働災害（休業 4 日以上）は

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release

西橋秀明

檜山正明

3215 

②管内の労働災害の現状及び切断災害事例について 
③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

（４）各団体から本年度の災害防止に関する取組状況報告 

手指の切断災害相次ぐ 

日以上）は

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release

西橋秀明

檜山正明

 

 
③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について

 

 ～

日以上）は

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release

西橋秀明

檜山正明

③今後の労働災害防止に向けた各団体等の取組について 

～ 

日以上）は

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release

西橋秀明 
檜山正明 

 

日以上）は

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

管内労働災害防止団体等

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

Press Release 

日以上）は 2
％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

等を対

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

 

2 月

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

を対

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための

月

％もの大幅な増加を示しており、

、そのうち後遺症の残るおそれのある手指切断災害が

を対

労働災害防止団体等連絡会議」を下記のとおり開催し、労働災害防止のための



 

 
 
 
 
 鹿沼労働基準監督署管内労働災害防止団体等一覧 
  
 一般社団法人鹿沼労働基準協会 
 
 建設業労働災害防止協会 栃木県支部 鹿沼分会 
 
 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 栃木県支部 鹿沼分会 
 
 林業木材製造業労働災害防止協会 栃木県支部 鹿沼分会 
 
 鹿沼工業団地総合管理協会 環境衛生部会 
 
 鹿沼木材木工業災害防止協議会 
 
 鹿沼地区プレス災害防止協議会 
 
 鹿沼監督署管内互業組合災害防止協議会 
 
 鹿沼地区ゴルフ場安全衛生協議会 
 
 鹿沼木工団地協同組合 
 
 とちぎ流通センター協同組合連合会 
   
 
 
 


