
愛知産業安全衛生大会
2019年度

愛知県下各地区労働基準協会にお申込みください。 
なお、愛知県外の方は愛知労働基準協会にお申込みください。 

2019年度愛知産業安全衛生大会 参加申込書

労働基準協会　行　

申込日　　　　月　　　　日

・本申込書は、切り取り線で切っていただくか、コピーしてご使用ください。
・電話番号、ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・本申込書に記載の個人情報は、当協会が責任を持って保管し、大会運営に係る目的以外には使用しません。
・申込用紙は当協会HP（ http://www.airouki.or.jp/ ）からダウンロードしていただくこともできます。

（
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り
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り
線
）

主催　（公社）愛知労働基準協会 

日時　２０１９年７月４日(木)
 　　　  １２時３０分～１６時００分

場所　日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール

後　援

協　力

協　賛

愛知労働局
愛知県
名古屋市
愛知県経営者協会
愛知県中小企業団体中央会
愛知中小企業家同友会
日本労働組合総連合会愛知県連合会
中央労働災害防止協会
（公社）全国労働基準関係団体連合会
（公社）愛知県医師会
（一社）愛知県歯科医師会

愛知産業保健総合支援センター
愛知県下各地区労働基準協会

㈱ 伊藤園 大塚製薬㈱ コカ・コーライーストジャパン㈱ サラヤ㈱ 

（独）労働者健康安全機構

（予定）

（予定）

名古屋市中区金山一丁目 5 番 1 号
ＴＥＬ （052） 331－2141 

○2019年度「全国安全週間」7月１日～７日　○準備期間：６月１日～３０日

○スローガン　
　　　「新たな時代に　PDCA みんなで築こう　ゼロ災職場」

12：00 ～ 15：30
フォレストホール 

ロビー

〇安全衛生相談コーナー

興研㈱　 ㈱重松製作所　 ミドリ安全㈱　 理研計器㈱ 
㈱労働調査会　中災防・中部安全衛生サービスセンター 
㈱谷沢製作所　 ㈱第一学習社　 新コスモス電機㈱　 ㈱シモン 

〇保護具・測定器等の展示、
　安全衛生関係図書の販売 

中災防・中部安全衛生サービスセンター 

〇リスクアセスメント
　相談コーナー

（公社）愛知労働基準協会 

基
調
講
演

「危なさと向き合おう Action100 in 愛知」

愛知労働局 労働基準部 安全課 主任安全専門官　濵田 勉　氏

事
例
発
表

「健康いきいき職場づくりに向けて」

布目電機株式会社　取締役　 稲垣 孝　氏  

特
別
講
演

「ディズニーランドの品質管理と運営管理 
  　　　　　　　　　　　　　  ～ 安全安心が最優先～」 
株式会社チャックスファミリー　代表取締役　 安孫子 薫　氏  

事業場名
業　　種

事業場の
労働者数

所 在 地

連 絡 先

約　　　　　　名

〒

担当部署 ・ 役職

e-mail

TEL  （　　　  　 ） 　　　 　― FAX  （　　　  　 ） 　　　 　―

ご担当者氏名

お手数ですが以下の太枠内全てをご記入ください。

受付
番号

受付
番号

部署　・　役職

氏　　  名

部署　・　役職

氏　　  名



2019年度 愛知産業安全衛生大会

（1）開会式
　①主催者挨拶
　②来賓挨拶
（2）表彰式
　①厚生労働大臣表彰伝達
　②愛知労働局長表彰授与
　③受賞者代表謝辞
（3）大会宣言

1 開会式・表彰式・大会宣言12:30

開場・受付開始12:00

休憩13：25

「論理的な安全衛生管理」DVD上映（愛知労働局）   12：10

2　基調講演13:35
「危なさと向き合おう Action100 in 愛知 」   愛知労働局 労働基準部 安全課 主任安全専門官　濵田　勉　氏

休憩14:50

閉会16:00

3　事例発表14:20

「健康いきいき職場づくりに向けて」 
　　布目電機株式会社 取締役　稲垣　孝　氏
　　当社は、電源盤・変圧器を1台から個別受注生産する体制を整えています。人の手による生産が主体となっている関係上、従業員  
　が心身ともに健康で、いきいきと働ける環境を提供することが大切です。しかし、メンタルヘルス不調を訴える者が後を絶たず、休職
　する従業員が少なくない状況が長年続いていました。この状況を改善するために「健康いきいき職場づくり」を通じて休職者の発生
　を防止した取り組みについて紹介します。

【主な項目】
　1　健康いきいき職場づくりに対する取り組み
　2　メンタルヘルスに対する経営の関わり方
　3　ストレスチェックの活用方法
　4　職場の環境改善

4　特別講演15:00

「ディズニーランドの品質管理と運営管理 ～ 安全安心が最優先～」
　　株式会社チャックスファミリー 代表取締役　安孫子　薫　氏
　　ディズニーの“妥協のないサービス”は、「毎日が初演」という品質基準がパークの隅々まで生きているから徹底できています。私
　が担ってきたカストーディアル部門は「赤ちゃんがハイハイできるくらい安全で清潔なパーク」をつくり上げています。カストーディア
　ルと運営部門経験をもとに品質管理とパーク運営の考え方やポイントをわかりやすくお話します。
 

【主な項目】
　1　東京ディズニーリゾートの紹介
　2　パーク運営の考え方
　3　キャストのモチベーション向上の施策
　4　品質管理と運営管理

プログラム

TEL  052－221－1439　／　FAX  052－221－1440

本 大 会 の お 問 い 合 せ 先
（公社）愛知労働基準協会　教育事業部
　名古屋市中区栄二丁目9番26号

交通機関
○名鉄名古屋本線、ＪＲ東海道本線・中央本線「金山駅」下車
　北へ徒歩 5 分
○地下鉄名城線「金山駅」下車 北へ徒歩 3 分（地下連絡通路あり）
○バス「金山」下車 北へ徒歩3 分

会場へのアクセス

＜お願い＞
　 御来場の際は公共交通機関を利用し、自家用車はご遠慮ください。 

市バス
ターミナル

伏
見
通（
国
道
19
号
） 地下鉄

金山駅

金山
総合駅

古沢公園
地下駐車場

日本
特殊陶業
市民会館

JR中央線

JR東海道本線

名鉄名古屋本線

音楽プラザ

N

参 加 費　資料代  2,000 円（消費税込）
定    員 　1,500 名
申込方法 　本紙裏面の参加申込書に資料代を添えて６月28日（金）までに愛知県下各地区労働基準
　　　　　協会にお申込みください。

※６月28日（金）以降の参加の取消については、資料代を返金させていただくことができません
　ので、ご了承ください。

参 加 案 内

該当する地区の労働基準協会にお申込みください。 
なお、愛知県外の方は、愛知労働基準協会にお申込みください。

申 込 先

協会名

（一社）
名北労働基準協会

TEL  052 （961） 1666
FAX  052 （962 ） 1670

連絡先 担当区域 協会名 連絡先 担当区域

中区　東区　北区　守山区　
春日井市　小牧市

（一社）
名古屋南労働基準協会

TEL  052 （651） 9246
FAX  052 （651 ） 1411

中川区　港区　南区

（公社）
愛知労働基準協会

TEL  052 （221） 1439
FAX  052 （221） 1440

県外　他

名古屋東労働基準協会 TEL  052 （882） 3909
FAX  052 （883 ） 3586

千種区　昭和区　瑞穂区　
熱田区　緑区　名東区　　
天白区　豊明市　日進市　
愛知郡東郷町

豊橋労働基準協会 TEL  0532 （54） 2131
FAX  0532 （54 ） 2130

豊橋市　豊川市　蒲郡市　
新城市　田原市　北設楽郡

名古屋西労働基準協会 TEL  052 （581） 8086
FAX  052 （581 ） 8089

中村区　西区　清須市　
北名古屋市　西春日井郡

岡崎労働基準協会 TEL  0564 （52） 3692
FAX  0564 （54 ） 0739 岡崎市　額田郡

一宮労働基準協会 TEL  0586 （48） 5495
FAX  0586 （48） 5496 一宮市　稲沢市

（一社）
半田労働基準協会

（一社）
刈谷労働基準協会

TEL  0569 （21 ） 4440
FAX  0569 （21 ） 4441

半田市　常滑市　東海市　
知多市　大府市　知多郡

豊田労働基準協会 TEL  0565 （28 ） 9411
FAX  0565 （24 ） 3922

豊田市　みよし市

TEL  0566 （21 ） 6337
FAX  0566 （21 ） 6366

刈谷市　知立市　安城市
高浜市　碧南市

瀬戸労働基準協会 TEL  0561 （82 ） 2575
FAX  0561 （59 ） 3575

瀬戸市　尾張旭市　
長久手市

津島労働基準協会 TEL  0567 （26 ） 4603
FAX  0567 （28 ） 7390

津島市　愛西市　弥富市
あま市　海部郡

江南労働基準協会 TEL  0587 （55） 2341
FAX  0587 （55） 6125

江南市　犬山市　岩倉市
丹羽郡

西尾労働基準協会 TEL  0563 （56） 0244
FAX  0563 （56 ） 0244 西尾市


