令和元年度労働衛生週間説明会一覧
監督

対象事業場

中央 全産業

上野 全産業

三田

開催日

会場

9月18日 文京シビック小ホール

9月5日 台東区民会館9階ホール

会場の所在地

説明会の内容

別添３
申込先・問い合わせ先

主催・共催団体

文京区春日１－１６－２１

衛生週間実施要綱等/職場に （公社）東基連
おける受動喫煙防止/労働衛
中央労働基準協会支部
生の活動取組事例/特別講演
０３-３２６３-５０６０

・東基連中央支部
・建災防中央分会
・東京中央地域産業保健センター
・富坂産業協会
・文京区商工協会

台東区花川戸２－６－５

労働衛生週間実施要綱説明/適
正な労務・安全衛生管理につい
て/外国人の適正雇用に関する
上野労基署安全衛生課
留意点について（警視庁）/事
03-6872-1315
業場における労働者の健康情報
等の取扱規程等について（産保
センター）

・東基連上野支部
・建災防台東分会

（一社）三田労働基準協会

建設業以外

9月6日 女性就業支援センターホール 港区海岸芝５－３５－３

週間実施要綱/特別講演「産
（一社）三田労働基準協会
業医から見た従業員の健康
03-3451-0901
管理」（仮題）

建設業

9月3日 女性就業支援センターホール 港区海岸芝５－３５－３

週間実施要綱/現場活動事例

建災防港分会
03-3455-2314

建災防港分会

港区海岸３－９－５

週間実施要綱/特別講演（未定）

港湾労災防止協会東京支部
03-3451-2644

港湾災防東京支部

品川区西品川1-28-3

衛生週間実施要綱等/労務管理
等

(一社)品川産業協会

（一社）品川産業協会

品川区北品川3-11-22

衛生週間実施要綱等/労務管理
等/働き方改革と改正労安法(産 (一社)品川労働基準協会
保センター)

・（一社）品川労働基準協会
・建災防品川目黒分会

目黒区目黒2-4-36

衛生週間実施要綱等/労務管理
等

（一社）目黒産業連合会

大田区蒲田５－３７－３

働き方改革に伴う労働衛生管理
等について/労働衛生週間実施 署選定業種等は大田労基署
03-3730-9575
要綱等について/わが社の労働
衛生週間の取組み方について/ それ以外は大田労働基準協
受動喫煙防止について/腰痛防 会
止について（腰痛予防器具パ
03-3738-0118
ワーアシストスーツの実演）

（一社）大田労働基準協会

大田区蒲田５－３７－３

建設業の働き方改革等につ
有期現場は大田労基署
いて/労働衛生週間実施要綱
03-3730-9575
等について/当現場の衛生管
それ以外は建災防大田分会
理の進め方について

建災防大田分会

渋谷区渋谷１－１２－５

実施要項の説明/長時間労働等を原
因とするメンタルヘルス不調など
の健康障害防止について/特別講演
「ゼロから学ぶメンタルヘルス対
策」

・渋谷労働基準協会
・建災防渋谷世田谷分会
・産業保健総合支援センター

港湾荷役業
団体構成事業場

品川 全産業

9月13日 東京港湾福利厚生センター
9月5日 品川区中小企業センター
9月13日 品川区保健センター

団体構成事業場 9月19日 目黒区中小企業センター

建設業以外

9月10日 大田区民ホールアプリコ

大田

建設業

渋谷 全産業

9月12日 大田区民ホールアプリコ

9月4日 渋谷区商工会館大会議室

(一社)目黒産業連合会

渋谷労働基準協会、建災防
渋谷世田谷分会、渋谷労働
基準監督署

新宿 全産業

9月2日

新宿センタービル５２階大
ホール

新宿区西新宿1－25－1

全国労働衛生週間実施要綱/働
き方改革（過重労働防止）/建
設現場における労働衛生週間の
取組（事例発表）/パワハラ防
止対策を含めた職場のメンタル
ヘルス対策（講演）

【建設業以外】
（一社）新宿労働基準協会
・（一社）新宿労働基準協会
03（3366）4737
【建設業対象】
・建災防新宿・中野・杉並分会
建災防東京支部新宿・中野・杉
並分会：03（3314）6931

池袋労働基準協会
03-3988-6344

建設業以外

9月11日 東京信用金庫本店8階ホール 豊島区東池袋1－12－5

実施要綱説明/職場におけるメ
ンタルヘルス対策（改善事例
等）

建設業

9月19日 東京信用金庫6階会議室

豊島区東池袋1－12－5

実施要綱説明/仮題「建設現場 建設業労働災害防止協会
のメンタルヘルスと職場環境改 島・板橋・練馬分会
善及び職業性疾病予防対策」
03-3942-1211

北区王子１－１１－１

災害発生状況と実施要綱説明/ 王子労働基準監督署第二方
働き方改革の具体的な対応につ
面
いて/北地域産業保健センター
電話03-6679-0186
の利用について/ハローワーク
FAX03-3901-3612
王子からのお知らせ

・東基連王子支部
・建災防北分会

足立区綾瀬１－３４－７

労働衛生週間実施要綱の説明/働き
方改革関連法に係る説明/講演：
(仮)「職場における受動喫煙防止の
ために」/講演：(仮)「職場におけ
る労働者の健康づくりについて」

東基連 足立荒川労働基準協
会支部
TEL:03-3870-7780
FAX:03-3881-7784

・東基連足立荒川支部
・建災防足立・荒川分会

墨田区東向島２－３８－７

「喫煙防止のためのガイドライ
ン」について～知っておきたい受
動喫煙対策の法規制～（外部講
師）/「ほころびのない健康管理」
～事例を通じた健康管理の実務の
すすめ～（外部講師）/衛生週間実
施要綱説明ほか/働き方改革につい
て

向島労働基準協会
FAX03-3614-5660

・向島労働基準協会
・建災防墨田分会

江東区亀戸２－１９－１
カメリアホール

・（公社）東基連
実施要綱説明
亀戸労働基準協会支部
働き方改革と改正労働基準法等 亀戸労働基準監督署 安全衛生
・建災防江東分会
労働衛生管理の取組事例
課
・（一社）東京都江東産業連盟
講演（メンタルヘルス対策）
０３-３６３７-８１３１
・陸災防深川支部・城東支部
地域産業保健センター利用案内
・産業保健総合支援センター

江戸川区船堀４－１－１

全国労働衛生週間実施要綱につ
いて/働き方改革について/企業
のハラスメント対策（～ハラス 江戸川労働基準監督署
メント対策が新設、強化されま ０３-６６８１-８２１３
す～）/江戸川区役所健康部か
ら生活習慣病予防、自殺対策等

・東基連江戸川支部
・陸災防江戸川支部
・建災防江戸川分会
・（一社）江戸川工場協会

八王子市明神町３－５－１

実施要綱説明/特別講演（仮
東基連八王子支部
題）地域の自殺予防対策の推進
電話042-644-2090
に向けて/働く人の こころと
fax042-644-2092
いのちの サポート

・東基連八王子支部
・建災防南多摩分会

池袋

王子 全業種

足立 全産業

向島 全産業

亀戸 全産業

江戸川 全産業

八王子 全産業

9月5日 北とぴあ

9月11日 足立区勤労福祉会館

9月12日 ユートリア

9月6日 カメリアプラザ

9月4日 タワーホール船堀

9月6日 東京都八王子労政会館

・（一社）池袋労働基準協会
・産業保健総合支援センター
豊

・建災防池袋分会

立川市緑町4-2

実施要綱等/働き方改革/特
別講演

立川労働基準監督署
042-523-4423
東基連立川支部
042-526-3247

・東基連立川支部
・産業保健総合支援センター

建設業以外

9月5日 立川合同庁舎３階

建設業

9月4日 たましんＲＩＳＵＲＵホール 立川市錦町3-3-20

実施要綱/働き方改革等の説 建災防北多摩分会
明
042-383-6930

・建災防北多摩分会
・東基連三鷹支部

9月6日 羽村市学習センターゆとろぎ 羽村市緑ヶ丘１－１１－５

衛生週間実施要項/働き方改革
にかかる改正労基法等/ライン
ケアにおける「職場環境の改
善」と「個別の労働者への対
応」など

東基連青梅支部
TEL：0428-24-8917

・東基連青梅支部
・西多摩地区商工会（羽村、福
生、あきる野、瑞穂、日の出）

東京都青梅市上町３７４

衛生週間実施要領/熱中症予防
対策取り組み事例

建災防東京支部西多摩分会
TEL：0428-22-6245

・建災防西多摩分会
・東京都森林土木建設業協会

武蔵野市境２－１４－１

全国労働衛生週間実施要綱につ
いて/労働時間法制の見直しに 東基連三鷹支部
ついて/働き方改革関連法に対 (定員オーバーの予定）
応した健康障害防止対策

立川

建設業以外
青梅
建設業

9月11日 青梅市文化交流センター

建設業以外

9月6日 武蔵野スイングホール

建設業

9月4日 たましんＲＩＳＵＲＵホール 立川市錦町３－３－２０

三鷹

町田 全産業

9月11日 町田商工会議所

町田市原町田３－３－２２

全国労働衛生週間実施要綱/働
き方改革ほか

建災防北多摩分会
042-383-6930

全国労働衛生週間実施要綱/働
町田労働基準協会
き方改革/特別講演「健康診断
TEL042-721-2277
（定期、成人病予防）結果の見
FAX042-721-2288
方について」

・東基連三鷹支部
・産業保健総合支援センター
・建災防北多摩分会
・立川労働基準監督署
・町田労働基準協会
・建災防南多摩分会

