
職場における熱中症予防に関する講習会
―建設現場や工場などに勤める方、事業場の衛生管理担当者向けー

職場で発生する熱中症は、管理者や働く人がしっかり取り組むことで、防ぐことができる労働災害です。
厚生労働省は、職場の環境を正確に把握して、適切に管理しながら仕事をするための手順について、
暑さ指数（WBGT値）　に着目した講習会を開催します。

新型コロナウイルス感染症の状況によって講習会の開催ができない場合、
講習内容をインターネット（You Tube 等）で提供する予定です。

講習会概要
■募集対象：事業場で働く方、事業場で現場指導する方、衛生管理者等
■募集定員：各回 100名　　■参加費：無料　　■申込方法：裏面に記載
■申込締切：2020年 6月 30日（火）＜予定＞

プログラム
開会：14：00（受付：13：30から）　　閉会：16：00

【講義１】「熱中症が発生する原理と有効な対策」
講師：齊藤宏之　独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所（東京・札幌・仙台）
　　　上野　哲　独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所（名古屋・大阪）
　　　永野千景　産業医科大学　産業生態化学研究所（広島・福岡）

【講義２】「WBGT指数計を用いた作業環境管理方法と熱中症予防対策について」
講師：岩城哲男　鶴賀電機株式会社

＊令和 2年度「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱に基づく熱中症予防管理者労働衛生教育に対応。
＊希望者には、講習会終了後に「修了証」を発行します。
＊講師を変更させていただく場合があります。

開催日程・会場
TKP 品川カンファレンスセンターANNEX（ホール 1）
東京都港区高輪 3-13-1　TAKANAWA COURT 3F

７月　8日（水）

７月 13日（月）

７月 14日（火）

７月 21日（火）

７月 22日（水）

７月 28日（火）

７月 29日（水）

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

広　島

福　岡

TKP札幌カンファレンスセンター（カンファレンスルーム 6A）
北海道札幌市中央区北 3条西 3-1-6 札幌小暮ビル
TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西口（ホール 5A）
宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-15 ソララプラザ
TKP名古屋駅前カンファレンスセンター（ホール 5A）
愛知県名古屋市中村区名駅 2-41-5CK20 名駅前ビル
TKPガーデンシティ東梅田（バンケット 6A）
大阪府大阪市北区曾根崎 2-11-16 梅田セントラルビル
TKP広島平和大通りカンファレンスセンター（ホール 3A）
広島県広島市中区小町 3-19 リファレンス広島小町ビル
TKPガーデンシティ博多アネックス（ジュピター）
福岡県福岡市博多区博多駅前 4-11-18 ホテルサンライン福岡博多駅前

令和２年度厚生労働省委託事業
修了証
あり

部署

部署

部署

お申込み方法（注意事項）

下記欄にご記入の上、FAXで右記へ送信ください。
※は必須項目です。

■FAXでのお申込み

■公式ホームページからのお申込み
公式ホームページ上の「お申込みフォーム」に必要事項をご入力の上、送信ください。

「職場における熱中症予防に関する講習会」公式ホームページ

https://neccyusho.com/

会社名※

連絡先住所※

参加代表者
メールアドレス※　　　　　　　　＠

メールアドレス　　　　　　　　　＠

メールアドレス　　　　　　　　　＠

ご希望会場※
（いずれかに□）

FAX:０３-３６９５-４８８４

参加者 2

参加者 3

お名前※

お名前

お名前

□ 東京　　□ 札幌　　□ 仙台　　□ 名古屋　　□ 大阪　　□ 広島　　□ 福岡

□ 修了証希望

□ 修了証希望

□ 修了証希望

役職

電話

役職

電話

役職

電話

〇お申込み方法は 2種類ございます。いずれも同一会場のみ 1度に 3名様までお申込みができます。
〇ご希望の会場が異なる場合は、会場ごとに分けてお申込みください。
お申込み多数の場合は、1事業者につき 1名にさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
「修了証」を希望する方は該当欄にチェックの上、当日本人であることを確認できる身分証等をお持ちください。
〇開催の詳細ご案内は、メールでお知らせいたします。メールアドレスは正確にご記入ください。
〇お申込み後にキャンセルされる場合は、会社名・部署・役職とお名前を下記の事務局までメールでご連絡ください。

お申込み締切：6月 30日（火）（予定）

実施主体

＜受託実施＞　株式会社リベルタス・コンサルティング（職場における熱中症予防に関する講習会事務局）
東京都千代田区六番町 2-14 東越六番町ビル 2階

E-mail: toiawase@neccyusho.com
お問い合わせは、下記メールアドレス宛にお願いいたします。

※６月中旬から厚生労働省ポータルサイトが稼動し、移行する予定です。

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
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