全国版
2019 年度 研修のご案内

リスクアセスメント
OSHMS
● OSHMS（ISO45001、厚生労働省指針）
・
リスクアセスメントの基本を学びたい／
レベルアップを図りたい

ISO
45001
対応

● 機械設備に対するリスクアセスメント、
リスク低減方策を学びたい

ISO
12100
対応

● 化学物質の管理・リスクアセスメントを
学びたい

研修・セミナーのお申込はこちら
中災防

リスク

または

ISO45001、リスクアセスメント、 機械安全
http://www.jisha.or.jp/oshms/

全ての働く人々に安全・健康を

中災防

化学

化学リスクアセスメント
http://www.jisha.or.jp/chemicals/

～ Safe Work , Safe Life ～

OSHMS 研修受講ガイド
ISO45001関係研修の体系
OSHMS

リスクアセスメント

上 級レベル

3

2

7

4

基本から実践
まで分かる
ISO45001
研修
（2日）

ＲＡレベル
アップ研修
（１日）

ISO45001
規格のポイント
と実践研修
（1日）

8

5

MSリーダー
研修
（2日）

システム監査

システム監査
実務研修
（2日）

安全衛生
スタッフ向け
RA実務研修
（1日）

基 本レベル

1

6

ISO45001
導入のための
基礎研修
（1日）

安全衛生
事務局向け

9
ISO45001
内部監査員
養成研修
（１日）
監査員候補者向け

職場リーダー
向けRA研修
（1日）

認証段階

導入
はJISQ45100にも対応、

は厚労省OSHMS指針にも対応

化学研修受講ガイド
化学物質の管理・リスクアセスメント関係研修の体系
全般的

ラベル・SDS ※

健康障害関連

爆発火災関連

応

8

9

化学物質リスクアセスメント
専門研修（健康障害防止）

化学物質リスクアセスメント
専門研修（爆発・火災防止）

4

5

6

管理・監督者のための
化学物質管理研修

化学物質管理者選任等
研修（健康障害防止）

化学物質管理者選任等
研修（爆発・火災防止）

用

7
混合物のラベル・SDS
つくり方研修

基
本

1
化学の基礎から学ぶ
化学物質管理研修

2

3

職場リーダーのための
ラベル・SDS読み方研修

最新のリスクアセスメント
支援ツール（CREATESIMPLE）の活用研修

※ SDS（安全データシート）

機械安全研修受講ガイド
■生産技術管理者に対する機械安全教育カリキュラム
（機械安全教育通達より）
15 時間

合計

科

目

範

囲

時間

１ 技術者倫理

（1）労働災害、機械災害の現状と災害事例
（2）技術者倫理、法令遵守（コンプライアンス）

1.0

２ 関係法令

（1）法令の体系と労働安全衛生法の概要
（2）機械の構造規格、規則の概要
（3）機械の包括安全指針の概要
（4）危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）
等に関する指針の概要
（5）機械に関する危険性等の通知の概要

3.0

（1）本質安全・隔離・停止の原則
（2）機械安全規格の種類と概要（日本工業規格（JIS
規格）、国際規格（ISO 規格、IEC 規格））

2.0

３ 機械の安全原則

４ 機械の使用段階の （1）機械のリスクアセスメントの手順
リスクアセスメント （2）本質的安全設計方策のうち可能なもの
とリスク低減
（3）安全防護及び付加保護方策
（4）作業手順、労働者教育、個人用保護具

4

2

3

機械災害に
学ぶ
法令研修

設計技術者・生産技術管
理者のための機械設備の
リスクアセスメント実務研修

設計技術者・生産技術管
理者のための機械設備の
リスク低減研修

9.0

１ 機械の使用者（ユーザー）の安全担当者についても、上記カリキュラムの教育を受けることが望ましいこと。
２ 機械の使用者（ユーザー）の経営層や購買担当者についても、上記カリキュラムの「１ 技術者倫理」及び「２ 関係法令」の内容
について、教育を受けることが望ましいこと。

■設計技術者に対する機械安全教育カリキュラム
（機械安全教育通達より）
30 時間 （

合計

科

電気・制御技術者
は40時間

目

5

）
範

囲

時間

１ 技術者倫理

（1）労働災害、機械災害の現状と災害事例
（2）技術者倫理、法令遵守（コンプライアンス）

1.0

２ 関係法令

（1）法令の体系と労働安全衛生法の概要
（2）機械の構造規格、規則の概要
（3）機械の包括安全指針の概要
（4）危険性又は有害性等の調査（ リスクアセスメン
ト）等に関する指針の概要
（5）機械に関する危険性等の通知の概要

3.0

（1）機械安全規格の種類と概要（ 日本工業規格（JIS
規格）、国際規格（ISO 規格、IEC 規格））
（2）機械安全一般原則の内容（JISB9700
（ISO12100））

6.0

３ 機械の安全原則

設計技術者の
機械の
安全原則研修

2
設計技術者・生産
技術管理者のため
の機械設備のリス
クアセスメント
実務研修

3
設計技術者・生産
技術管理者のため
の機械設備の
リスク低減研修

6
設計技術者の
電気・制御
安全研修

4
機械災害に
学ぶ法令研修

〔電気・制御技術者のみ〕

（3）電気安全規格（JISB9960-1（IEC60204-1）） （5.0）
４ 機械の設計・製造 （1）機械の設計・ 製造段階のリスクアセスメント
手順
段階のリスクアセス
メントとリスク低減 （2）本質的安全設計方策
（3）安全防護及び付加保護方策
（4）使用上の情報の作成

18.0

〔電気・制御技術者のみ〕
（5）制御システムの安全関連部（JISB9705-1
（ISO13849-1））
５ 機械に関する危険
（1）残留リスクマップ、残留リスク一覧の作成
性等の通知

（5.0）
2.0

機械安全教育通達：「設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全に係る教育について」
（厚生労働省通達） （平成 26 年 4 月 15 日付 基安発 0415 第 3 号）

機械安全研修

1

働くすべての人に分かってほしい

1日

機械安全の基礎研修

4

機械安全と関係法令

1日

機械災害に学ぶ法令研修

機械安全とは何か、機械安全が企業にとってどんなメリットに
結びつくか、機械安全に関する基礎的な知識を分かりやすく
解説します。機械安全への配慮を無視したため重篤な労働
災害が発生した事例や、
そうした災害発生に対し企業責任が
追及された判例を紹介するとともに、機械安全に必要なリス
クアセスメント／リスク低減の基本的な考え方を解説します。

機械安全を進める前提として、関係法令に示された機械災
害防止のための規定を正しく理解しておく必要があります。
関係条文の内容やその背景、条文に示された措置への具体
的な対応について分かりやすく解説します。それに加え、技
術者倫理や機械危険情報の作成などの関連知識もお教え
します。厚生労働省の機械安全教育通達に示された関係法
令、技術者倫理、機械危険情報に関する科目をすべてカバ

対象者

ーすることができます。

安全スタッフ、
ライン管理者、経営層、初級設計技術者、
初級生産技術者

対象者

設計技術者、
生産技術管理者、
経営層、
安全スタッフ

2

機械のリスクアセスメント

2日

設計技術者・生産技術管理者のため
の機械設備のリスクアセスメント
実務研修
機械の包括的な安全基準に関する指針や、最新の日本工
業規格
（Ｊ
ＩＳ）
、国際規格
（ISO/IEC規格）
に基づくリスクア
セスメントの手順や、
その背景となる知識を、分かりやすい解
説、実践的な演習／グループ討議などで習得いただく2日間
研修です。厚生労働省の機械安全教育通達のリスクアセス
メント手順の科目をすべてカバーすることができます。

5

機械安全規格の詳細説明

1日

設計技術者のための機械の
安全原則研修
JISB9700に示される
「機械の一般安全原則」の考え方や、
安全原則を踏まえたリスク低減措置の進め方、機械安全化
に関連する日本工業規格
（Ｊ
Ｉ
Ｓ）
、国際規格
（ISO/IEC規格）
に関する知識、
それら機械安全規格に定められた内容などを
詳細に解説します。厚生労働省の機械安全教育通達に示さ
れた機械の安全原則に関する科目をすべてカバーすること

対象者

ができます。

設計技術者、生産技術管理者、安全スタッフ

対象者

設計技術者、
生産技術管理者、
安全スタッフ

3

機械のリスク低減

2日

設計技術者・生産技術管理者のため
の機械設備のリスク低減研修
リスクアセスメントの結果に基づきリスク低減を適切に図るこ
とができるよう、最新の日本工業規格（ＪＩＳ）、国際規格
（ISO/IEC規格）
に示されたリスク低減方策について、分か
りやすい解説、各種保護装置(お勧めの装置、お勧めできな
い装置を実例で紹介します)を備えたモデル装置による体験
実習などで習得いただく2日間研修です。厚生労働省の機
械安全教育通達のリスク低減方策の科目をほぼすべてカ
バーすることができます。
対象者

設計技術者、生産技術管理者、安全スタッフ

6

電気安全と制御安全を正しく理解

2日

設計技術者のための電気／
制御安全研修
機械のリスクアセスメント・低減措置を検討するときに、関連
して知っておかなければならない電気安全の知識、制御シス
テムの安全関連部に関する知識を実践的に学んでいただく
研修です。厚生労働省の機械安全教育通達に示された電
気／制御安全に関する科目をすべてカバーすることができ
ます。
対象者

設計技術者、
生産技術管理者、
安全スタッフ

1

ISO導入

1日

ISO45001導入のための基礎研修
ISO45001導入の前提として、
そもそも労働安全衛生マネジメン
トシステム（ O S H M S ）
とはどのようなものか、
どのように
OSHMSを導入していけばよいか、担当者の育成はどうすれば
よいかなど、
導入に向けOSHMSの全体像を把握する研修です。
対 象者

事業場の安全衛生スタッフ・担当者（これからISO45001や
OSHMSの導入を目指す方、OSHMSの基礎知識を得たい方）

2

5

安全衛生スタッフ向けRA実務

1日

安全衛生スタッフ向け
リスクアセスメント実務研修
ISO45001の重要な柱であるリスクアセスメントの考え方、実
施方法、仕組みづくり等の基本について演習を交えて研修
します。

MSリーダー

2日

マネジメントシステムリーダー研修
将来のISO45001導入を見据えて、厚生労働省OSHMS指
針に基づくOSHMSの基本的な考え方、仕組みを理解する
とともに、既存の安全衛生管理をOSHMSとして整備する段
階から実施・運用まで、OSHMSの統括、推進等を行う上で
必要な役割、業務について研修します。
※厚生労働省通達
（平成11年6月11日付け基発第372号）
のマネジメ
ントシステム担当者研修を修了したことになります。

対象者

事業者、安全衛生スタッフ・担当者等（OSHMSの構築および
運用する際に中心的な役割を果たす方）

3

OSHMS研修

※厚生労働省通達（平成12年9月14日付け基発第577号）
のリスクア
セスメント担当者研修を修了したことになります。

対象者

安全衛生スタッフ・担当者等、
リスクアセスメントの仕組みづく
りに参画する事務局担当者など

6

職場リーダー向けRA

1日

職場リーダー向け
リスクアセスメント研修
ISO45001の重要な柱であるリスクアセスメントの職場での
危険性または有害性の特定、
リスクの見積り、
リスク低減措

ISO基本

2日

基本から実践まで分かる
ISO45001研修（2日間コース）
ISO45001の要求事項を基本から実践まで解説し、演習に

置の検討等、
リスクアセスメントの実際のやり方を理解して
いただき、演習を中心にそのポイントを研修します。
対象者

リスクアセスメント実施の中心となる現場の監督者、職場リー
ダー、
および実際にリスクアセスメントを実施する作業者の方
など

より理解を深めていただく内容となっています。
対 象者

安全衛生スタッフ・担当者等（ISO45001 や JIS Q 45100に
ついて基本から学びたい方）

4

ISOポイント

1日

ISO45001規格のポイントと
実践研修
ISO45001の要求事項のうち、ポイントとなる部分を中心に
事業場として求められる具体的対応について解説します。
対 象者

ISO45001の認証取得を検討している事業場の
安全衛生スタッフ・担当者等

7

RAレベルアップ

1日

リスクアセスメント・
レベルアップ研修
「すでにリスクアセスメントを実施しているが、なかなか成果
が上がらない」
と感じている事業場の問題点を探り、対応策
について、演習や情報交換を交えて研修します。
対象者

リスクアセスメントを実施・運用している事業場の安全衛生ス
タッフ・担当者等

化学研修

8

システム監査

2日

システム監査実務研修
将来のISO45001導入を見据えて、厚生労働省OSHMS指
針に基づくシステム監査の仕組み、立ち上げ時の準備事
項、監査の方法、監査結果の活用等に関する基本について
研修します。

対 象者

1日

化学の基礎から学ぶ化学物質管理
研修
化学物質にはどんな危険性や有害性があるのか？化学物質
にはどんな規制がかかっているのか？危険・有害性やリスク
に、簡便な化学物質リスクアセスメント手法を学びます。
対象者

“化学はちょっと苦手”、“化学物質リスクアセスメントをやって
みたけどよくわからない”と感じている方など

システム監査の事務局を担当する安全衛生スタッフ、
担当者等

ISO内部監査

化学の基礎

低減手段の情報をどこから得るのか？などを解説するととも

※厚生労働省通達
（平成12年9月14日付け基発第577号）
のシステム
監査担当者研修を修了したことになります。

9

1

1日

2

SDS読み方

半日

職場リーダーのための
ラベル・SDS 読み方研修

ISO45001内部監査員養成研修
ISO45001の要求事項
（概要）
と内部監査技法のポイントに
ついて演習を交えて習得します。なお、厚生労働省OSHMS
指針の監査にも対応しています。

職場で取り扱う化学品の危険性や有害性について、
ラベル
表示やSDSから読みとるポイントを解説します。また、爆発・
火災や健康障害の防止対策を実施するために、SDSから、
どのように情報を読み取り、活用するかをSDSの実例を通し

対象者

て学びます。

ISO45001等のOSHMSの内部監査を実施する際に監査者に
なる方、
監査の事務局となる安全衛生部門のスタッフ等

対象者

化学品を取り扱う職場リーダーの方など

10

評価員養成

5日

JISHA方式OSHMS評価員養成
研修
労働安全衛生マネジメントシステムに係る適切な指導に必
要な知識、
ノウハウの付与およびJISHA方式適格OSHMS
基準への適合状況の評価ができるJISHA方式OSHMS評
価員の資格者の養成を行います。
対象者

企 業においてO S H M Sの評 価を担当する方 、J I S H A 方 式
OSHMS評価認定機関においてJISHA方式適格OSHMS認定
事業の評価員を目指す方、労働安全衛生コンサルタントの方
など

3

最新の支援ツール

半日

最新のリスクアセスメント支援ツール
（CREATE-SIMPLE）の活用研修
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」掲載の最新支援ツー
ルであるCREATE－SIMPLE（改良型JISHA方式半定量
的手法に相当)を用いて、健康障害リスクの低減に向けた事
例を交えながら、化学物質リスクアセスメントを事業場に展
開するポイントについて解説します。
対象者

化学物質の管理を担当する方、最新の化学物質リスクアセスメ
ント支援ツールに興味のある方、
少量多種の化学物質を取り扱
う方など

4

管理監督者向け

1日

管理・監督者のための
化学物質管理研修

対象者

管理職、安全管理者、衛生管理者、
店社安全衛生管理者、
元方安全衛生管理者、職長等、作業指揮者など

選任時（有害性）

1日

労 働 安 全 衛 生 法などの 化 学 物 質 関 連 法 令に適 合した
JIS7242、7243（ 2019年改正版）
に基づいたGHSラベルと
SDSの作成について学びます。
また、改正商法により危険有
害性情報の提供が義務化されたことから、SDSを利用する者
にとって有用かつ必要な情報提供について解説します。
対象者

SDSを作成・改定している方、
改正JIS動向を踏まえた
GHS分類やGHSラベル・作成方法などを確認したい方など

1日

化学物質管理者選任時研修
（健康障害防止）

8

能力向上（有害性）

2日

化学物質リスクアセスメント
専門研修（健康障害防止）

化学物質による健康障害を防止するため、化学物質の有害
性への理解を深めるとともに、防止対策の考え方を学びま
す。
リスクアセスメント手法やリスク低減事例を紹介しながら
化学物質の有害性リスクアセスメントを活用するポイントを
解説します。JISHA方式の定性的手法と定量的手法は演習
を通して学びます。
対象者

化学物質の無毒性量の設定、GHS概念、労働者のばく露
測定、労働安全衛生法令における化学物質リスクアセスメ
ントの要点やリスクの低減に向けた優良事例などを詳細に
解説します。JISHA方式手法の演習では、参加者相互の
情報交換や講師陣との議論を通じて、
日頃困っていることや
適切な対応方法などについて学びます。
対象者

化学物質の管理を推進する方、職場のまとめ役など

6

SDS作り方

混合物のラベル・SDS
つくり方研修

管理・監督者に求められる労働安全衛生法令における化学
物質管理、
ラベル表示・SDS、化学物質リスクアセスメント
（健康障害防止）
手法について包括的に学びます。

5

7

選任時（危険性）

化学物質リスクアセスメントの教育等を担当する
指導者・講師の方、
化学物質管理を推進する方など

1日

化学物質による爆発・火災を防止するため、化学物質の危
険性への理解を深めるとともに、防止対策の考え方を学び
ます。
リスクアセスメント手法やリスク低減事例を紹介しなが
ら化学物質の危険性リスクアセスメントを活用するポイントを
解説します。JISHA方式手法は演習を通して学びます。

化学物質の管理を推進する方、職場のまとめ役など

ダイオキシン類業務に係る
作業指揮者養成研修

能力向上（危険性）

2日

化学物質リスクアセスメント
専門研修（爆発・火災防止）

化学物質管理者選任時研修
（爆発・火災防止）

対象者

9

化学物質の危険性に関する物理化学的性質、GHS概念、
爆発・火災の危険源特定、
シナリオ想定に基づく化学物質リ
スクアセスメントの要点やリスクの低減に向けた優良事例な
どを詳細に解説します。JISHA方式手法の演習では、参加
者相互の情報交換や講師陣との議論を通じて、
日頃困って
いることや防止対策の考え方などについて学びます。
対象者

化学物質リスクアセスメントの教育等を担当する
指導者・講師の方、
化学物質管理を推進する方など

本研修は、廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類業務に係る
労働安全衛生規則第592条の6に規定する作業指揮者の養成のための
研修になり、同規則第592条の7に規定する特別教育の全課程を含みます
ので、本研修を受講すれば特別教育修了の資格を得ることができます。

各種支援サービス
出張研修（オリジナル研修）

安全衛生管理支援サービス

事業場と相談しながら企画する研修で、事業場等にお伺い
して実施します。
対象者

事業場のニーズに応じて安全衛生管理に関する事例等の
情報提供を行います。

リスクアセスメント、
OSHMS
（ISO45001）
、
機械設備の安全化、
化学物質管理関連

正規金額 税8%込（本体） 割引後金額 税8%込（本体）※

正規金額 税8%込（本体） 割引後金額 税8%込（本体）※

講

半日

会員
一般

162,000円 (150,000円)
183,600円 (170,000円)

97,200円 (90,000円)
110,160円 (102,000円)

１日

会員
一般

324,000円 (300,000円)
367,200円 (340,000円)

194,400円 (180,000円)
220,320円 (204,000円)

演

半日

会員
一般

162,000円 (150,000円)
183,600円 (170,000円)

97,200円 (90,000円)
110,160円 (102,000円)

１日

会員
一般

324,000円 (300,000円)
367,200円 (340,000円)

194,400円 (180,000円)
220,320円 (204,000円)

安全衛生教育への講師派遣

安全衛生のテーマについて講師を派遣します。講演時間、
内容等は事前に調整させていただきます。

事業場内で企画した教育研修へ講師を派遣します。
内容等は事前に調整させていただきます。

正規金額 税8%込（本体） 割引後金額 税8%込（本体）※
90分

会員
一般

81,000円 (75,000円)
97,200円 (90,000円)

正規金額 税8%込（本体） 割引後金額 税8%込（本体）※

48,600円 (45,000円)
58,320円 (54,000円)

90分を超える 30 分ごとに、会員 27,000 円（25,000 円 + 税 8%）
、
一般 32,400 円（30,000 円 + 税 8%）加算となります。

半日

会員
一般

86,400円 (80,000円)
118,800円 (110,000円)

51,840円 (48,000円)
71,280円 (66,000円)

１日

会員
一般

135,000円 (125,000円)
167,400円 (155,000円)

81,000円 (75,000円)
100,440円 (93,000円)

1日
（7 時間）
を超える1 時間ごとに、
会員 19,332 円（17,900 円 + 税 8%）
、
一般 23,976 円（22,200 円 + 税 8%）加算となります。

※割引対象事業場：常時使用労働者数 300 人未満の労災保険適用事業場
注 1) 上記料金のほかに、交通費および宿泊費が必要となります。時間外、休日等の場合は割増料金となります。
お見積り、ご相談は下記の連絡先までお願いします。
２）2019 年 10 月 1 日以降に実施するものについては、消費税率の改定に伴い消費税 10% を本体価格に加算させていただきます。

お問い合わせ先
中央労働災害防止協会
（中災防） 〒108-0014 東京都港区芝5-35-2
OSHMS研修

化学研修

機械安全研修

技術支援部 安全衛生管理支援センター

労働衛生調査分析センター

技術支援部 技術指導課

TEL：03-3452-6404

中災防

TEL：03-3452-6377

各地区安全衛生サービスセンター

TEL：03-3452-6375

（日程表 ☆印のお問い合わせ先）

北海道安全衛生サービスセンター

近畿安全衛生サービスセンター

東北安全衛生サービスセンター

中国四国安全衛生サービスセンター

関東安全衛生サービスセンター

中国四国安全衛生サービスセンター四国支所

中部安全衛生サービスセンター

九州安全衛生サービスセンター

〒064 －0919

〒980 －0011

札幌市中央区南 19 条西 9 －2 －25 TEL：011 －512 －2031

〒550 －0001

仙台市青葉区上杉 1 －3 －34 TEL：022 －261 －2821

〒733 －0003

〒105 －0014 東京都港区芝1-15-5（リオテック芝ビル5階） TEL： 03 －5484 －6701

〒456 －0035

名古屋市熱田区白鳥 1 －4 －19 TEL：052 －682 －1731

〒760 －0017

〒812 －0008

大阪市西区土佐堀 2 －3 －8

TEL：06 －6448 －3450

広島市西区三篠町 3 －25 －30 TEL：082 －238 －4707

高松市番町 3 －3 －17 （第一讃機ビル 2 階北側） TEL：087 －861 －8999

福岡市博多区東光 2 －16 －14 TEL：092 －437 －1664

中部安全衛生サービスセンター北陸支所
〒930 －0857

富山市奥田新町 8 －1 （ボルファートとやま 9 階） TEL：076 －441 －6420

各都道府県労働基準協会連合会等

（日程表 ★印のお問い合わせ先）

（一社）青森県労働基準協会

TEL：017 - 777 - 4686

（公社）大阪労働基準連合会

TEL：06 - 6942 - 7401

（公財）岩手労働基準協会

TEL：019 - 681 - 9911

（一社）兵庫労働基準連合会

TEL：078 - 231 - 6903

（一社）秋田県労働基準協会

TEL：018 - 862 - 3362

（公社）福岡県労働基準協会連合会

TEL：092 - 262 - 7874

（一社）山形県労働基準協会連合会

TEL：023 - 674 - 0204

（一社）熊本県労働基準協会

TEL：096 - 245 - 7821

（一社）白河労働基準協会

TEL：0248 - 24 - 0961

（一社）大分県労働基準協会

TEL：097 - 585 - 5765

（公社）福井県労働基準協会

TEL：0776 - 54 - 3323

（公社）宮崎労働基準協会

TEL：0985 - 25 - 1853

（一社）山梨県労働基準協会連合会

TEL：055 - 251 - 6626

（公社）鹿児島県労働基準協会

TEL：099 - 226 - 3621

（公社）愛知労働基準協会

TEL：052 - 221 - 1439

（一社）沖縄県労働基準協会

TEL：098 - 868 - 2826

（一社）三重労働基準協会連合会

TEL：059 - 227 - 1051

