
企業のトップ層の方々を対象とし､著名講師陣による経営全般から安全・健康まで幅広い内容
の講演と企業の事例紹介による情報を提供。また、参加者間の情報交換を通じての安全衛生
のネットワークづくりなど、これからの安全と経営、安全衛生の取り組みの活性化について
考える２日間にぜひ、ご参加ください。

企業を支える安全衛生に強い人づくり

咋年度 9月のセミナーの様子。
今年度も定員数を制限して身体的距離を確保す
るなど、以下の新型コロナウイルス感染予防対策
を徹底した上で開催します。
●受講者の健康状態の確認（検温の実施）
●身体的距離の確保（セミナー中の座席の配置、必要
に応じたアクリル板の設置）

●マスクの着用、必要に応じたフェイスシールドの使用
●消毒用アルコールの設置
●セミナー中の換気

主催：中央労働災害防止協会

20233/9（木）     10（金） 会
場
新横浜グレイスホテル
（神奈川県横浜市・新横浜駅徒歩1分）開催日

受講者の声

会社幹部、
毎年受講を予定する。

内容の濃い講義ばかりで
勉強になった。

安全衛生トップセミナーセ ナー生ト プ生安全衛安全衛安全衛生生生安全衛安全衛 トッププププセセミナー生生安全衛 セミミナーナー安全衛生トップセミナー

多岐に渡る講演メニューと
トップレベルの講師の講義を
聴講できる機会はなかなかない。

●講演内容：事故は人間のミスがきっかけとなり、人間を取り巻
く組織的・管理的な要因が根底にあるため、これらを包括的に扱
うヒューマンファクターズ（人間工学）の理論やアプローチが安全
管理に利用されている。伝統的な安全の考え方で陥りやすい「事
故は人間のミスに起因して発生する」とみなす人アプローチから
脱却し、現在の主流である「事故はシステム内に存在する何らか
の不具合、欠陥により生じる」と捉えるシステム・アプローチの重
要性を説く。このように、システムの持つ不具合や脆弱性を正す
のは経営者・管理者の責務であり、伝統的な安全管理の方法で
ある応答型アプローチ、そして安全文化醸成など、安全の諸要因
に対する経営者・管理者の重要性と役割などについて、実例とと
もに説明する。

伊藤 謙治
（いとう　けんじ）

プロフィール：1979年東京工
業大学工学部経営学科卒業。
株式会社日立製作所勤務を
経て、1983年東京工業大学工学部経営工学科助手。1989年工
学博士（東京工業大学）。1991年工学部経営工学科助教授。
1996年より同学大学院社会理工学研究科教授。1994年デン
マーク・リソ国立研究所客員研究員（同年
末まで）。2008年デンマーク工科大学 客員
教授（同年末まで）2021年4月より現職。東
京工業大学名誉教授
専門分野は、人間工学、安全工学、認知
工学。
著書に「ヒューマンファクターズ・アプローチ

『ヒューマンファクターズによる
安全管理
－安全な仕組みの構築と
　　　　　安全な文化の醸成－』

講師

●講演内容：健康経営とは、人という資源を資本化し、企業が
成長することで社会の発展に寄与することです。社員の健康から
経営を考え、健康経営に取り組むことにより自社の従業員の健康
を経営的な視点で考え、実践することにより企業の未来をつくる
ことができます。本講演では未来を築く健康経営事業のつくり方
等をお話しします。

未来を築く健康経営

樋口 毅
（ひぐち　つよし）

プロフィール：順天堂大学大
学院健康・スポーツ科学研究
科修士課程を修了後、1997
年から大手健康保険組合、大
手印刷企業の人事・労働政策部門で健康管理・人財開発を担
当してきました。その後2003年からは、大手企業で、EAP（従
業員支援プログラム）や健康開発業務に携わってきました。
2009年からは現職で、働く人の健康を人的資本と捉え、企業
経営に取り組む「健康経営」を社会実装することに取り組み
始めました。2013年からは、健康経営会議実行委員会事務局
長として健康経営会議を開催し、現在は、政府、自治体、有識
者、経済団体等と連携し、全国での健康経営の啓発・支援に
取り組んでいます。
また健康経営コーチとして、健康経営に取り組む企業の導入
からプログラム実践をサポートしています。（実績：300を超え
る、企業・保険者・自治体の健康経営と健康づくりをサポート）
＜理事・委員＞
・NPO法人健康経営研究会 理事
・健康経営会議実行委員会 事務局長
・健康長寿産業連合会 事務局長、健康経営ワーキング座長
・経済産業省 健康投資ワーキング委員
・スポーツ庁 健康スポーツ課 技術審査委員
・スポーツ庁 スポーツ・エールカンパニー選考委員
・厚生労働省 転倒・腰痛等の減少を図る対策の在り方に関する
有識者委員

・公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 事業部会委員
・健康日本21推進全国連絡協議会 企画部会委員
・公益財団法人 健康・体力づくり事業財団理事
・女子栄養大学大学院 非常勤講師　他

専門職との連携の進め方や
企業が取り組む好事例を紹介

講師

講演・事例紹介講演・事例紹介

講演：労働安全衛生行政の動向
厚生労働省　労働基準局　安全衛生部

中央労働災害防止協会　労働衛生調査分析センター　副所長　衛生管理士 搆 健一（かまえ  けんいち）

「新しい化学物質規制「自律的管理」への備え」

東京理科大学 経営学部経営学科
教授

株式会社ルネサンス
健康経営企画部 部長



■■参加要領
経営者、総括安全衛生管理者、工場長など

  
資料代、3／9宿泊代（全個室）、3／9夕食、
3／10朝・昼食代および消費税を含みます。

〔中災防会員・賛助会員〕118,800円〔一般〕132,000円

〔中災防会員・賛助会員〕83,160円〔一般〕92,400円
本サービスをご利用いただくと、300人未満の事業場からのご参加の場合、
正規料金から30％を引いた料金でご参加いただけます。
【料金割引サービス利用要件】
●参加者が、常時使用する労働者数300人未満の労災保険適用事業場に所
属する場合に適用されます。

●本割引サービスをご利用になる場合は、申込書下部のサービス利用のご
記入及び添付書類の提出をお願いします。

●参加者所属事業場ごとに提出ください。

  
お申込み後に参加取消しをされた場合、下記の取消料を頂戴いたしま
す。できるだけ代理の方のご参加をお願いいたします。なお、返金振
込手数料はご負担いただきます。

開講日を含め7日前～開講日前々日までのお取消し 受講料の 30 ％

開講日前日以降のお取消し 受講料の100％

参加対象

受 講 料

取 消 料

  
①  下記申込先のHPアドレスからお申込みください。お申込み受付
後にメールにて正式受付の連絡を、セミナー開催10日前までに
受講票の送信をいたします。受講料は原則開催２週間前までに
ご入金ください。なお、金融機関から発行される振込受領書（明
細票）を領収書に代えさせていただきます。

② 前泊（3／8（水））の宿泊をご希望の方は、ホテルに直接ご連
絡の上お申込みください。その際、安全衛生トップセミナーの
参加者である旨を必ずお伝えください。

※  前泊料金はセミナー参加費と一緒に送金せず、当日直接ホテル
フロントにお支払いください。

  
中央労働災害防止協会
教育ゼロ災推進部 業務課
〒108―0014  東京都港区芝5―35―2  安全衛生総合会館
TEL.  03―3452―6257（直通）
セミナーお申込みHPアドレス
https://www.jisha.or.jp/seminar/kyoiku/y1200_top.html

申込方法

申 込 先

中小規模事業場料金割引サービスご利用の場合

中災防　トップセミナー クリック

■■プログラム

12：30～13：00 受付

13：00～13：20 開講挨拶・オリエンテーション

13：20～14：50
（90分）

講演1
未来を築く健康経営
株式会社ルネサンス　健康経営企画部　部長

樋口　毅

14：50～15：00 休憩

15：00～17：00
（120分）

情報交換
安全衛生管理活動の現状と課題

17：00～17：30 休憩・チェックイン

17：30～18：00
（30分）

講演2
労働安全衛生行政の動向

厚生労働省　労働基準局　安全衛生部　

18：00～18：10 会場移動

18：10～19：30 夕食

7：00～ 朝食
9：00～10：30
（90分)

講演3
『ヒューマンファクターズによる
安全管理
－安全な仕組みの構築と安全な文化の醸成－』

東京理科大学　経営学部経営学科　教授
伊藤 謙治

10：30～10：40 休憩
10：40～11：50
（70分）

事例紹介
『安心・安全・風通しのよい職場づくり』
～現場の声は宝の山～

日本製鉄株式会社　安全推進部　部長 
朱宮 徹

11：50～12：40 昼食
12：40～13：10
（30分）

講演4
新しい化学物質規制
「自律的管理」への備え

中央労働災害防止協会
労働衛生調査分析センター　副所長

衛生管理士
搆　健一

13：10～13：20 休憩
13：20～14：50
（90分）

講演5
安全・健康・ウェルビーイングに
向けての新しい安全管理
～コロナ時代に
トップマネジメントのすべきこと～

明治大学　顧問、名誉教授
（公財）鉄道総合技術研究所　会長

向殿　政男
14：50～ 閉講

令和5年3月9日（木） 令和5年3月10日（金）1日目 2日目

※内容は都合により一部変更となる場合があります。



企業のトップ層の方々を対象とし､著名講師陣による経営全般から安全・健康まで幅広い内容
の講演と企業の事例紹介による情報を提供。また、参加者間の情報交換を通じての安全衛生
のネットワークづくりなど、これからの安全と経営、安全衛生の取り組みの活性化について
考える２日間にぜひ、ご参加ください。

企業を支える安全衛生に強い人づくり

咋年度 9月のセミナーの様子。
今年度も定員数を制限して身体的距離を確保す
るなど、以下の新型コロナウイルス感染予防対策
を徹底した上で開催します。
●受講者の健康状態の確認（検温の実施）
●身体的距離の確保（セミナー中の座席の配置、必要
に応じたアクリル板の設置）
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多岐に渡る講演メニューと
トップレベルの講師の講義を
聴講できる機会はなかなかない。

●講演内容：事故は人間のミスがきっかけとなり、人間を取り巻
く組織的・管理的な要因が根底にあるため、これらを包括的に扱
うヒューマンファクターズ（人間工学）の理論やアプローチが安全
管理に利用されている。伝統的な安全の考え方で陥りやすい「事
故は人間のミスに起因して発生する」とみなす人アプローチから
脱却し、現在の主流である「事故はシステム内に存在する何らか
の不具合、欠陥により生じる」と捉えるシステム・アプローチの重
要性を説く。このように、システムの持つ不具合や脆弱性を正す
のは経営者・管理者の責務であり、伝統的な安全管理の方法で
ある応答型アプローチ、そして安全文化醸成など、安全の諸要因
に対する経営者・管理者の重要性と役割などについて、実例とと
もに説明する。

伊藤 謙治
（いとう　けんじ）

プロフィール：1979年東京工
業大学工学部経営学科卒業。
株式会社日立製作所勤務を
経て、1983年東京工業大学工学部経営工学科助手。1989年工
学博士（東京工業大学）。1991年工学部経営工学科助教授。
1996年より同学大学院社会理工学研究科教授。1994年デン
マーク・リソ国立研究所客員研究員（同年
末まで）。2008年デンマーク工科大学 客員
教授（同年末まで）2021年4月より現職。東
京工業大学名誉教授
専門分野は、人間工学、安全工学、認知
工学。
著書に「ヒューマンファクターズ・アプローチ

『ヒューマンファクターズによる
安全管理
－安全な仕組みの構築と
　　　　　安全な文化の醸成－』

に対する経営者・管理者の重要性と役割などについて、実例とと

講師

●講演内容：健康経営とは、人という資源を資本化し、企業が
成長することで社会の発展に寄与することです。社員の健康から
経営を考え、健康経営に取り組むことにより自社の従業員の健康
を経営的な視点で考え、実践することにより企業の未来をつくる
ことができます。本講演では未来を築く健康経営事業のつくり方
等をお話しします。

未来を築く健康経営

樋口 毅
（ひぐち　つよし）

プロフィール：順天堂大学大
学院健康・スポーツ科学研究
科修士課程を修了後、1997
年から大手健康保険組合、大
手印刷企業の人事・労働政策部門で健康管理・人財開発を担
当してきました。その後2003年からは、大手企業で、EAP（従
業員支援プログラム）や健康開発業務に携わってきました。
2009年からは現職で、働く人の健康を人的資本と捉え、企業
経営に取り組む「健康経営」を社会実装することに取り組み
始めました。2013年からは、健康経営会議実行委員会事務局
長として健康経営会議を開催し、現在は、政府、自治体、有識
者、経済団体等と連携し、全国での健康経営の啓発・支援に
取り組んでいます。
また健康経営コーチとして、健康経営に取り組む企業の導入
からプログラム実践をサポートしています。（実績：300を超え
る、企業・保険者・自治体の健康経営と健康づくりをサポート）
＜理事・委員＞
・NPO法人健康経営研究会 理事
・健康経営会議実行委員会 事務局長
・健康長寿産業連合会 事務局長、健康経営ワーキング座長
・経済産業省 健康投資ワーキング委員
・スポーツ庁 健康スポーツ課 技術審査委員
・スポーツ庁 スポーツ・エールカンパニー選考委員
・厚生労働省 転倒・腰痛等の減少を図る対策の在り方に関する
有識者委員

・公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 事業部会委員
・健康日本21推進全国連絡協議会 企画部会委員
・公益財団法人 健康・体力づくり事業財団理事
・女子栄養大学大学院 非常勤講師　他
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企業が取り組む好事例を紹介
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厚生労働省　労働基準局　安全衛生部

中央労働災害防止協会　労働衛生調査分析センター　副所長　衛生管理士 搆 健一（かまえ  けんいち）

「新しい化学物質規制「自律的管理」への備え」

東京理科大学 経営学部経営学科
教授

株式会社ルネサンス
健康経営企画部 部長



▶ＩＳＯ４５００１をどう捉えて企業経営に活かすか
▶ヒューマンエラーをどのようにして防ぐか

●講演内容：新型コロナの存在を前提にした時代に入った現在、
世界の労働安全衛生は、安全・健康・ウェルビーイングの実現
へと向かった Vision Zero 活動に注目が集まりつつあります。
この新しい時代に対応した安全管理として、企業の継続的経営を
目指しながら、トップマネジメントは、何をなすべきでしょうか。
労働安全衛生については、ISO45001 という世界標準に従いな
がら、トップダウンとボトムアップを融合するという新しい我が国
の労働安全衛生を目指して、
個別には各部署で工夫をしつ
つ、お互いに他に学び合う時
代に入ったのではないだろうか
と考えます。

向殿 政男
（むかいどの　まさお）

プロフィール：1970年明治大学大学院工学研究科博士課程修
了、工学博士。1978年明治大学工学部電気工学科教授、1989
年同理工学部情報科学科教授、1996年同大学院理工学研究
科委員長、2002年同理工学部学部長。2013年より明治大学名
誉教授。
1987年国際ファジィシステム学会（IFSA）副会長。1993年日本
ファジィ学会会長、2002年日本信頼性学会会長、2006年日本
学術会議連携会員。2004年中央労働災害防止協会顕功賞、
2015年安全功労者内閣総理大臣表彰受賞。
専門分野は情報学、安全学（フェールセーフ
理論、機械安全、製品安全、労働安全）、論理
学（多値論理、ファジィ論理）。
著書に「よくわかるリスクアセスメント」（中
央労働災害防止協会）、「Safety2.0とは何
か？」（中央労働災害防止協会）、「入門テキ
スト安全学」（東洋経済新報社）など多数。

安全・健康・ウェルビーイングに
向けての新しい安全管理
～コロナ時代にトップマネジメントのすべきこと～

講師

安全衛生における最新のテーマ安全衛生における最新のテーマ

朱宮 徹
（しゅみや　とおる）

明治大学 顧問、名誉教授
（公財）鉄道総合技術研究所
会長

●講演内容：安心して安全に働くことができる職場を作ることは、
良い製品やサービスを生み出すためにも、働く人の幸せのために
も大切なことです。そんな職場づくりのためにはトップが本気に
なることだけでなく、現場の生の声をどこまで引き出せるかがカ
ギになります。現場の人にしかわからない職場のリスクや課題を
発掘し改善することは、ケガの要因を減らすだけでなく、風通し
の良い生き生きとした職場づく
りにも寄与します。ここでは現
場の声をどう聴くか。そしてそ
のためにトップが何をすべき
か。そのヒントを解説します。

プロフィール：1961年名古屋
市出身。1987年東北大学大学院卒業後、住友金属工業に（現
日本製鉄）に製鋼技術スタッフとして入社し、和歌山製鉄所で
分解圧延工場長、安全健康室長を歴任し、現職に至る。工場
長時代の現場における安全管理の経験を活かし、特に安全
教育や安全衛生マネジメントシステムの分野で全社の安全推
進業務を行っている。現場をよく観察し、
働く人やその管理者との対話を重視し、教
科書通りの正論ではなく、現場目線の現実
的な安全管理を目指すのが信条。
平成26年 中央労働災害防止協会 緑十字賞
執筆：平成28年「対話重視の安全パトロー
ル 13のポイント」

『安心・安全・風通しのよい
職場づくり』

～現場の声は宝の山～

講師日本製鉄株式会社
安全推進部 部長


