労 基ニュース
新型コロナウィルスの感染拡大に関連して、行事・講習が中止・変更になる場合がありますので、
詳細については各支部・各地区協会にお問い合わせください。

■大阪労働基準連合会 本部 行事予定

◎フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
日時 1月28日（土） 場所 富田林市市民会館
◎第3回労務部会・労務研究会
日時 2月2日（木） 場所 羽曳野労働基準監督署
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 2月5日（日） 場所 富田林市市民会館
実技日時 2月12日（日）、19日（日）、26日（日）
〃場所 NTN㈱金剛製作所
◎有機溶剤業務従事者安全衛生教育
日時 2月9日（木） 場所 富田林市市民会館
◎リスクアセスメント研修会
日時 2月21日（火） 場所 富田林市市民会館
◎第4回労務管理
日時 3月2日（木） 場所 富田林市市民会館
◎第4回安全・衛生合同部会
日時 3月8日（水） 場所 羽曳野労働基準監督署
◎クレーン運転特別教育
学科日時 3月13日（月）、14日（火） 場所 富田林市市民会館

◎第4回理事会
日時 3月17日（金）10時30分～
場所 KKRホテル大阪 2階 星華の間

■大阪中央協会支部 行事予定
◎新年安全祈願祭
日時 1月11日（水） 場所 生國魂神社拝殿
◎新労務管理セミナー（第2回目）
日時 1月20日（金） 場所 関西労働衛生ビル4階
◎安全衛生推進者養成講習（第5回）
日時 1月26日（木）、27日（金） 場所 関西労働衛生ビル4階
◎職長/安全衛生責任者教育（第4回）
日時 2月16日（木）、17日（金） 場所 関西労働衛生ビル4階
◎衛生推進者養成講習（第6回）
日時 2月24日（金） 場所 関西労働衛生ビル6階
◎安全衛生推進者養成講習（第6回）
日時 3月16日（木）、17日（金） 場所 関西労働衛生ビル4階

■大阪南協会 行事予定
◎新年安全祈願祭（新春賀詞交歓会・合同地区会議は開催中止）
日時 1月11日（水） 場所 住吉大社・吉祥殿
内容 令和5年安全祈願
◎フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
日時 1月24日（火）
場所 ㈱中山製鋼所 西船町管理センター
◎クレーン運転特別教育
日時 2月8日（水）、9日（木） 場所 大阪南労働基準会館
◎第2回労務管理研修会
日時 3月14日（火） 場所 大阪南労働基準会館
◎合同部会
日時 3月16日（木） 場所 大阪南労働基準会館
内容 令和5年度事業計画・予算案 審議

■天満協会支部 行事予定

◎安全祈願祭
日時 1月13日（金） 場所 大阪天満宮
◎労務管理セミナー
日時 1月20日（金） 場所 関西労働衛生ビル
◎安全衛生推進者養成講習
日時 1月26日（木）、27日（金） 場所 関西労働衛生ビル
◎職長・安全衛生責任者教育
日時 2月16日（木）、17日（金） 場所 関西労働衛生ビル
◎衛生推進者養成講習
日時 2月24日（金） 場所 関西労働衛生ビル
◎安全衛生推進者養成講習
日時 3月16日（木）、17日（金） 場所 関西労働衛生ビル

■北大阪協会支部

行事予定

■大阪西協会 行事予定
◎フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
日時 1月24日（火）
場所 ㈱中山製鋼所 西船町管理センター
◎金属安全推進委員会
日時 1月26日（木） 場所 茨住吉神社
内容 ⑴新年安全祈願 ⑵安全表彰式
◎安全衛生推進者養成講習会
日時 1月26日（木）、27日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎安全衛生管理講習会（会場＋Web開催）
日時 2月21日（火） 場所 大正産業会館
内容 ⑴「働く人の健康確保について（仮題）」
⑵「リスクアセスメント活動と安全教育について（仮題）」
⑶「わが社の安全衛生活動の取り組みについて」
◎クレーン運転業務特別教育
日時 3月2日（木）、3日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎安全衛生推進者養成講習会
日時 3月9日（木）、10日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎玉掛け技能講習
学科日時 3月9日（木）、10日（金）
場所 大正産業会館
実技日時 3月12日（日）
〃場所 ㈱クボタ 恩加島事業センター
◎新入社員安全衛生教育
日時 第1回 4月3日（月）、第2回 4月5日（水）、第3回 4月7日（金）
場所 大正産業会館

2月予定のフォークリフト運転技能講習は中止と致します
◎新労務管理セミナー③
日時 1月20日（金） 場所 関西労働衛生ビル
◎安全衛生推進者養成講習⑤
日時 1月26日（木）、27日（金） 場所 関西労働衛生ビル
◎職長・安全衛生（責任者）教育
日時 2月16日（木）、17日（金） 場所 関西労働衛生ビル
◎衛生推進者養成講習⑥
日時 2月24日（金） 場所 関西労働衛生ビル
◎安全衛生推進者養成講習⑥
日時 3月16日（木）、17日（金） 場所 関西労働衛生ビル

■茨木協会支部

行事予定

予定はありません。

■羽曳野協会支部 行事予定
◎玉掛け技能講習（学科）
学科日時 1月14日（土）、15日（日）
実技日時 1月22日（日）
場所 日本クレーン協会近畿支部 八尾クレーン教習所
◎安全祈願
日時 1月20日（金） 場所 滝谷不動明寺
◎KYT（危険予知訓練）研修会
日時 1月26日（木） 場所 富田林市市民会館
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■西野田協会 行事予定
◎安全祈願祭
日時 1月13日（金）10時
場所 福島天満宮
◎玉掛け技能講習
学科日時 1月19日（木） 場所 此花会館
実技日時 1月20日（金）、22日（日） 場所 ㈱ササクラ
◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時 1月24日（火）、25日（水） 場所 此花会館
◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時 1月26日（木）、27日（金） 場所 此花会館
◎安全衛生推進者養成講習
日時 1月26日（木）、27日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時 2月7日（火）、8日（水） 場所 此花会館
◎有機溶剤作業主任者技能講習
学科日時 2月16日（木）、17日（金） 場所 此花会館
◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時 2月21日（火）、22日（水） 場所 此花会館
◎クレーン運転特別教育
学科日時 3月2日（木）、3日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時 3月7日（火）、8日（水） 場所 此花会館
◎安全衛生推進者養成講習
日時 3月9日（木）、10日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎玉掛け技能講習
学科日時 3月16日（木）、17日（金） 場所 此花会館
実技日時 3月26日（日） 場所 ㈱ササクラ
◎職長等安全衛生教育
学科日時 3月23日（木） 場所 西淀川中小企業会館
◎職長等安全衛生責任者教育
学科日時 3月24日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時 3月29日（水）、30日（木） 場所 此花会館
◎新入社員安全衛生教育
日時 4月5日（水） 場所 此花会館
◎有機溶剤作業主任者技能講習
学科日時 4月6日（木）、7日（金） 場所 此花会館
◎安全管理者選任時研修
日時 4月13日（木）、14日（金） 場所 此花会館
◎第1回理事会
日時 4月21日（金） 場所 此花会館
◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時 4月27日（木）、28日（金） 場所 此花会館

◎職長・安全衛生責任者教育
日時 3月23日（木）、24日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎Web＋会場 新入社員安全衛生教育
日時 4月5日（水）、7日（金） 場所 東淀川産業会館
◎Web＋会場 安全管理者選任時研修
日時 4月13日（木）、14日（金） 場所 東淀川産業会館

■東大阪協会 行事予定
◎動力プレス機械の金型調整等特別教育（学科）
日時 2月8日（水） 場所 場所 東大阪市文化創造館
◎連続労務管理セミナー
日時 2月8日（水）
内容 労働安全衛生行政の現状と今後について
改正育児休業給付等について
日時 2月15日（水）
内容 事業場のハラスメント対策について
複数事業労働者における労災保険給付等について
日時 2月22日（水）
内容 新たな化学物質規制について
正しい労働時間の考え方について
間違いのない賃金の支払い方等について
＊タイトルは変更になる場合があります。
場所 クリエイション・コア東大阪
◎新入社員安全衛生教育
日時 4月7日（金） 場所 場所 東大阪市文化創造館
◎クレーン運転特別教育
日時 4月13日（木）、14日（金） 場所 東大阪市文化創造館
◎令和5年度第1回理事会
日時 4月24日（月） 場所 東大阪商工会議所
■岸和田協会 行事予定
◎協議会安全祈願祭（各協議会 代表参拝）
日時 1月11日（水） 場所 犬鳴山七宝瀧寺
◎新年 ゼロ災挨拶の会
日時 1月13日（金）
場所 岸和田市立浪切ホール 1階 多目的ホール
◎クレーンの運転（5t未満）特別教育（学科のみ）
日時 1月24日（火）、25日（水）
場所 岸和田市立浪切ホール 1階多目的ホール
◎KYT研修会
日時 1月30日（月）
場所 岸和田市立浪切ホール 1階多目的ホール
◎フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
日時 2月15日（水） 場所 泉佐野商工会議所 2階 研修室
◎新入社員安全衛生教育
日時 4月6日（木）、21日（金）
場所 岸和田市立浪切ホール 1階多目的ホール

■淀川協会 行事予定

◎安全衛生推進者養成講習
日時 1月26日（木）、27日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎Web＋会場 安全管理者選任時研修
日時 1月30日（月）、31日（火） 場所 東淀川産業会館
◎第4回玉掛技能講習
学科日時 2月9日（木）、10日（金） 場所 東淀川産業会館
実技日時 2月12日（日） 場所 日本化学機械製造㈱
◎第5回フォークリフト運転技能講習（31Hコース）
学科日時 2月27日（月） 場所 東淀川産業会館
実技日時 3月5日（日）、12日（日）、19日（日）
〃場所 ㈱大谷機械製作所
◎第5回フォークリフト運転技能講習（35Hコース）
学科日時 2月27日（月）、28日（火） 場所 東淀川産業会館
実技日時 3月5日（日）、12日（日）、19日（日）
〃場所 ㈱大谷機械製作所
◎5トン未満クレーン運転特別教育（学科）
日時 3月2日（木）、3日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎安全衛生推進者養成講習
日時 3月9日（木）、10日（金） 場所 西淀川中小企業会館
◎特化研総会
日時 3月15日（水） 場所 ホテルプラザオーサカ
◎職長等安全衛生教育
日時 3月23日（木）、24日（金） 場所 西淀川中小企業会館

■堺協会 行事予定

◎新春祈願祭
日時 1月10日（火） 場所 大鳥大社
内容 ⑴安全祈願 ⑵無災害記録証授与 ⑶賀詞交歓会
⑷その他
◎職長等安全衛生教育
学科日時 2月6日（月）、7日（火）
〃場所 堺労働基準協会会議室
◎職長・安全衛生責任者教育
学科日時 2月6日（月）、7日（火）
〃場所 堺労働基準協会会議室
◎フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
学科日時 2月14日（火）
場所 堺労働基準協会会議室
◎合同部会
日時 2月22日（水）
場所 堺労働基準協会会議室
内容 次年度行事計画案の検討
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 3月10日（金）
場所 堺労働基準協会会議室
実技日時 3月11日（土）、12日（日）、18日（土）
〃場所 丸全昭和運輸㈱ 汐見倉庫
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■和泉大津地区協会 行事予定
◎安全祈願祭
日時 1月12日（木）11時〜11時30分
場所 泉穴師神社
◎理事会
日時 1月12日（木）11時40分～12時20分
場所 ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
◎安全管理者選任時研修
日時 1月17日（火）9時～16時、18日（水）9時～12時10分
場所 当協会2階会議室
定員 20名		
◎職長安全衛生教育
日時 2月14日（火）8時50分～17時30分、
15日（水）8時50分～17時15分
場所 当協会2階会議室 定員 20名		
◎職長・安全衛生責任者教育
日時 2月14日（火）8時50分～17時30分、
15日（水）8時50分～17時15分
場所 当協会2階会議室 定員 20名		

安全配慮義務セミナー
〜請負人にも安衛法が適用に！〜
会社は、労働者が安全・健康に働ける環境を整備する「安全配慮義務」を負っていますが、企業が安全配慮義
務を怠ったことが理由で労災が発生した場合、損害賠償請求の対象となります。
近年の裁判例においては、その義務の範囲が「拡大化」の傾向にあります。
そのような中で、「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決が令和3年5月に出され、労働安全衛生法第22条の保護
対象は労働者以外の一人親方等請負人にも及ぶとされたことから、労働安全衛生規則等が改正され、来年4月から
労働者と同じ場所で働く労働者以外の請負人等に対しても、配慮や周知が義務付けられます。
●日

時

令和5年3月16日（木）午後1時30分〜4時30分（3時間）

●会

場

エル・おおさか（大阪府立労働センター）南館11階当連合会常設会場

●内

容

①労働契約法における「労働者の安全（健康）への配慮」について
②一人親方等及び労働者以外の人に対する措置の義務化について

大阪市中央区石町２丁目５番３号（地下鉄谷町線・京阪電車「天満橋駅」から西へ300m）

●テキスト

わかりやすい労働衛生管理（産労総合研究所発行） 等

●対 象 者

経営者、管理・監督者、指揮者

●講

元労働基準監督官、社会保険労務士

師

●受 講 料
（消費税込）

●申込要領

他

等

会員7，000円（当連合会・支部、大阪府下の労働基準協会会員の方）
一般8，000円（その他の事業場所属の方）
①当会ホームページの「インターネット予約」から「入力フォーム」に
必要事項を入力し、送信してください。
検索
HPアドレス https://www.daikiren.or.jp または 大阪労働基準連合会
②送信後14日以内に受講料金を銀行振込みにてお支払いください。入金が確認できましたら
受講票をFAX送信させていただきます。申込み手続き終了後は、受講料金は返金できません。
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