
月 日 行事・講習会

４ ５ 新入社員教育（基礎４ＲＫＹＴ研修（３時間３０分）含む）

１２ 酸素欠乏等危険作業特別教育（５時間３０分）

１４ ２０１６年度収支決算書会計監査

２６ ２０１７年度　第　１　回理事会（１３：３０～１５：３０）

５ １８ ２０１７年度通常総会・第２回理事会（１６：００～１８：００）

２２ (公社）大阪労動基準連合会２９年度第１回理事会

１９・２０・２１・２８ フォークリフト運転技能講習

２４ 安全部会役員会（１３：３０～１４：３０）

６ ７・８ 職長等安全衛生教育、職長・安全衛生責任者教育

１４ 全国安全週間準備説明会（１３：３０～１６：１５）

２１ (公社）大阪労動基準連合会通常総会

７ ３ 全国労働安全週間危険ゼロ大阪推進大会

５・６ 安全衛生推進者養成講座

７ 泉大津地域産業保健センター運営協議会 専務理事出席

１２・１３ 安全管理者選任時研修

１４ 新任労務担当者講習会

２０ 定期健康診断実施（巡回）

８ ４ 衛生部会役員会

９ ２０１７年度　第　３　回理事会（１３：３０～１５：００）

２５・２６・２７・９／３ フォークリフト運転技能講習

９ ７・８ 職長等安全衛生教育、職長・安全衛生責任者教育

２０ 全国労働衛生週間地区大会（１３：３０～１６：１５）

２７ 酸素欠乏等危険作業特別教育（５時間３０分）

１０ ３ 全国労働衛生週間大阪大会

６ 総務部会役員会（希望発行について）

１２・１３ 安全管理者選任時研修

２７ ２０１７年度第　４　回理事会（１３：３０～１５：００）

１１ １０・１１・１２・１９ フォークリフト運転技能講習

３０ 泉大津地域産業保健センター運営協議会

１２ ７・８ クレーン等取扱業務特別教育

１ １２ 安全祈願祭（１１：００～１１：３０）

１２ ２０１７年度第　５　回理事会（１２：００～１３：３０）

３１・２／１ 安全管理者選任時研修

２ ２２・２３ 職長等安全衛生教育、職長・安全衛生責任者教育

３ ９・１０・１１・１８ フォークリフト運転技能講習

２ 泉大津地域産業保健センター運営協議会 専務理事出席

５ (公社）大阪労動基準連合会地区連絡会 専務理事出席

２３ (公社）大阪労動基準連合会２９年度第１回理事会

１５ 労務安全管理研修会

結　果　報　告

３名受講

１名受講

奥村、田中監事の監査（指摘事項なし）

理事８名出席／１２名(総会事前審議）

審議事項全て承認

専務理事出席

１７名受講

全国安全週間準備説明会打ち合わせ

２４名受講

会員２７社、非会員５社合計３２社出席

会長・専務理事出席

専務理事出席

１２名受講

２０１７年度月別事業報告書

１０名受講

会員３１社、非会員２４社合計５５社出席

近隣事業場（６２名受診）

全国労働衛生週間地区大会打ち合わせ

理事７名出席／１２名成立

１６名受講

２０名受講

４０名参加

４０名参加名受講

会員３社参加

延期

７名受講

理事９名出席／１２名成立

２０名受講

３９名参加

９名受講

１５名受講

１４名受講

会長・専務理事出席

専務理事出席

１４名受講

泉穴師神社

理事１０名出席／１２名成立



月 日 行事・講習会 部会等 会　　場 出席者

４ ５ 新入社員教育（基礎４ＲＫＹＴ研修（３時間３０分）含む） 事務局 協会　会議室

１２ 酸素欠乏等危険作業特別教育（５時間３０分） 事務局 協会　会議室

１４ 平成２８年度収支決算書会計監査 監事 協会　会議室

２６ 平成２９年度　第　１　回理事会（１３：３０～１５：３０） 役員 協会　会議室 会長・署長

５ １５ 平成２９年度通常総会・意見交換会（１６：００～１８：００） 全会員 ﾎﾃﾙﾚｲｸｱﾙｽﾀｰ泉大津会長・署長

２２ (公社）大阪労動基準連合会２６年度第１回理事会 事務局 ＫＫＲホテル大阪 会長

１９・２０・２１・２８ フォークリフト運転技能講習 事務局 協会会議室・汐見倉庫

２４ 安全部会役員会（１３：３０～１４：３０） 安全 協会　会議室 安全・衛生

６ ７・８ 職長等安全衛生教育、職長・安全衛生責任者教育 事務局 協会　会議室

中旬 (公社）大阪労動基準連合会地区連絡会 事務局 エル大阪

１４ 全国安全週間準備説明会（１３：３０～１６：１５） 全会員 テクスピア大阪 会長・署長

２１ (公社）大阪労動基準連合会通常総会 事務局 ＫＫＲホテル大阪 会長

下旬 泉大津地域産業保健センター運営協議会 事務局 和泉医師会会館

７ ３ 全国労働安全週間危険ゼロ大阪推進大会 全会員 エル大阪

５・６ 安全衛生推進者養成講座 事務局 協会　会議室

１２・１３ 安全管理者選任時研修 事務局 協会　会議室

１４ 新任労務担当者講習会 事務局 テクスピア大阪 労基署

下旬 定期健康診断実施（巡回） 事務局 協会　会議室　

８ ４ 衛生部会役員会 衛生 協会　会議室 安全・衛生

９ 平成２９年度　第　２　回理事会（１３：３０～１５：００） 役員 協会　会議室 会長・署長

２５・２６・２７・９／３フォークリフト運転技能講習 事務局 協会　会議室

９ ７・８ 職長等安全衛生教育、職長・安全衛生責任者教育 事務局 協会　会議室

２０ 全国労働衛生週間地区大会（１３：３０～１６：１５） 全会員 テクスピア大阪 会長・署長

２７ 酸素欠乏等危険作業特別教育（５時間３０分） 事務局 協会　会議室

平成２９年度　上期　月別事業計画　（案）



月 日 行事・講習会 部会等 会　　場 出席者

１０ ３ 全国労働衛生週間大阪大会 総務 ドーンセンター

６ 総務部会役員会（希望発行について） 総務 協会　会議室 安全・衛生

１２・１３ 安全管理者選任時研修 事務局 協会　会議室

２７ 平成２９年度第　３　回理事会（１３：３０～１５：００） 役員 協会　会議室 会長・署長

１１ １０・１１・１２・１９ フォークリフト運転技能講習 事務局 協会　会議室

下旬 泉大津地域産業保健センター運営協議会 事務局 和泉医師会会館

１２ ７・８ クレーン等取扱業務特別教育 事務局 協会　会議室

中旬 (公社）大阪労動基準連合会地区連絡会 事務局 エル大阪

１ １２ 安全祈願祭（１１：００～１１：３０） 役員 泉穴師神社 会長・署長

１２ 平成２９年度第　４　回理事会（１２：００～１３：３０） 役員 ﾎﾃﾙﾚｲｸｱﾙｽﾀｰ泉大津 同上

３１・２／１ 安全管理者選任時研修 事務局 協会　会議室

２ ２２・２３ 職長等安全衛生教育、職長・安全衛生責任者教育 事務局 協会　会議室

３ ９・１０・１１・１８ フォークリフト運転技能講習 事務局 協会　会議室

中旬 泉大津地域産業保健センター運営協議会 事務局 和泉医師会会館

労基署

平成２９年度　下期　月別事業計画　（案）

１５ 労務安全管理研修会 事務局
大阪府立南大阪高等
職業技術専門学校


