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TEL　080-2505-4723

FAX　072-856-6051

qqfa9nh9k@water.ocn.ne.jp

http://www.eonet.
ne.jp/~anzen/

090-9167-0321

FAX　072-264-2601

hideminakata@ares.eonet.ne.jp

072-258-7181（FAX兼）

nrf58346@nifty.com

安全

大前　良郎

労働安全コンサルタント　電-339

569-1025

高槻市芝谷町31-26

大前労働安全コンサルタント事務所

090-9991-9427

事業所の安全診

断・指導、OSHMS 導入指導・監査

090-2069-1456

FAX　072-646-8017

ogawa_jr@zmail.plala.or.jp

0774-54-1017（FAX兼）

Kayano.shizuo@ares.eonet.ne.jp

072-892-5537（FAX兼）

faayw903@dsk.zaq.ne.jp

06-6539-6685（FAX兼）

kimura@kayamagumi.co.jp

573-0163

枚方市長尾元町1-18-9

安全安心株式会社

リスクアセスメント指導

マネジメントシステム導入指導

安全・衛生診断、作業環境改善、

特別教育、講演（安全大会等）

共有

南方　英則

労働安全コンサルタント　化-373

労働衛生コンサルタント　工-453

592-8345

堺市西区浜寺昭和町4-549-8

南方労働安全衛生コンサルタント事務所

リスクアセスメント指導

作業環境、

爆発,廃棄物対策指導

安全

石川　紀夫

労働安全コンサルタント　化-401

591-8001

堺市北区常磐町1-1-2-1206

石川労働安全コンサルタント事務所

安全診断・指導

安全教育

化学プラント・設備の安全

電話　080-6116-5806

電話　072-865-3082

FAX　072-380-5305

oshms-consultant@ares.eonet.ne.jp

安全

木村　一成

CSP労働安全コンサルタント　土-1599

550-0014

大阪市西区北堀江3-7-4-604

木村労働安全コンサルタント事務所

ＯＳＨＭＳ

リスクアセスメント指導

安全教育

共有

津田　良造

労働安全コンサルタント　化-509

労働衛生コンサルタント　工-664

573-1115

枚方市東船橋2-117-4

津田労働安全衛生コンサルタント事務所

http://www.tu-
safety.com/

リスクアセスメント指導

マネジメントシステム導入指導

安全・衛生診断

作業環境改善

安全

萱野　静雄

ＣＳＰ労働安全コンサルタント　土-976

610-0121

京都府城陽市寺田深谷57-36

萱野労働安全コンサルタント事務所

安全衛生指導

・土木、建築安全衛生教育

・安全衛生パトロール

職長・安責教育

リスクアセスメント指導

安全

岸本　哲夫

労働安全コンサルタント　機-446

576-0014

交野市星田山手1-2-3

岸本労働安全コンサルタント事務所

①機械・建築関連の安全指導

②OSHMS構築・内部監査・審査指導

③リスクアセスメント指導

④OHSAS18001によるＭＳ構築指導

安全

小川　次郎

労働安全コンサルタント　土-2830

569-1044

高槻市上土室3-30-1

環境・安全コンサルタント

土木・建設・製造業の安全指導・安全教

育・ＩＳＯ

共有

中川　潔

CSP労働安全コンサルタント　機-610

ＣＩＨ労働衛生コンサルタント　工-437
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FAX　075-962-4022

http://kurizoek.ch
u.jp/

kurizoek@violet.plala.or.jp

anzen@sasaki-osc.com

TEL　06-6696-8015

FAX　06-6696-8016

kenji_sekiya@ninus.ocn.ne.jp

079-432-2551（FAX兼）

fumio_tsuda@gaia.eonet.ne.jp

072-851-3566（FAX兼）

takan@mrh.biglobe.ne.jp

0797-23-3034（FAX兼）

nakano@ce.osaka-sandai.ac.jp

TEL　075-756-4355

FAX　075-757-6510

ktfhata@ae.auone-net.jp

072-855-4006（FAX兼）

a-pluscon@marble.ocn.ne.jp

TEL　090-8449-1138

FAX　06-6878-3071

kazu-fujita@gaia.eonet.ne.jp

藤田　一彦

労働安全コンサルタント　土-2547

565-0824

吹田市山田西1-33　A-102

FUJITA労働安全コンサルタント

建設業・製造業への動画活用安全診断・

指導

安全教育

リスクアセスメント指導

安全

関谷　賢司

労働安全コンサルタント　土-1939

558-0011

大阪市住吉区苅田7-10-7-702

関谷・労働安全コンサルタント事務所

http://safcon-
sekiya.sakura.ne.j
p/

OSH登録指導

リスクアセスメント指導

ISO・ RST土木・建設・ 機械・製造業

安全

（くりぞえ）

栗副　耕治

労働安全コンサルタント　土-1602

618-0015

三島郡島本町青葉1-16-24

労働安全コンサルタントくりぞえ事務所

業界業種を問わず

顧問

安全衛生教育講師

（石綿特別教育等多数）

安全

佐々木　英三

ＣＳＰ労働安全コンサルタント　化-393

569-1042

高槻市南平台5-22-20

佐々木労働安全コンサルタント事務所

http://sasaki-
osc.com/

リスクアセスメント指導

OSHMS

安全衛生診断

安全

中野 雅弘

CSP労働安全コンサルタント　土-318

659-0054

兵庫県芦屋市浜芦屋町6－17

中野技術士事務所

土木・建設・製造業

の安全診断・安全 教育・訓練・ＩＳＯ

安全

泰　勝彦

労働安全コンサルタント　電-328

616-8234

京都市右京区鳴滝嵯峨園町17-1

鳴滝パーク・ホームズ202号

秦　技術士事務所

リスクアセスメント指導、ＯＳＨＭＳ構築指

導、安全衛生診断、ＩＳＯ（品質、環境）構

築指導、 リスクマネ－ジメン トシステム

構築指導（研究開発・教育・事業継続）

安全

津田　文男

労働安全コンサルタント　機-722

675-0055

兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口96-18

津田技術士・安全コンサルタント事務所

http://tsuda-
gijutsushi-
anzen.jimdo.com/

①事業場の安全診断及び改善指導

②OSHMS構築指導

③リスクアセスメント指導

④作業環境改善、安全衛生教育指導

安全

中前　孝雄

CSP労働安全コンサルタント　機-527

573-1152

枚方市招堤中町1-32-8

中前ＳＥＱコンサルタント事務所

①リスクアセスメント指導

②OSHMS構築指導

③OHSAS18001認証取得支援・内部監査

員研修講師

OSHMS導入指導

安全

福井　直大

労働安全コンサルタント　機-341

573-0165

枚方市山田池東町46-24

ア・プラスコンサルタンツ株式会社

http://www.fukuis
con.gr.jp/

SP技法による予防

型安全管理

リスクアセスメント指導

OSHMS

安全
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075-931-2124（FAX兼）

horiet@waltz.ocn.ne.jp

072-695-5852（FAX兼）

pe-masuda@hera.eonet.ne.jp

06-6831-0741（FAX兼）

matsuda55010@kjb.biglobe.ne.jp

TEL　080-6211-3743

FAX　072-799-5271

junji-miyoshi@nike.eonet.ne.jp

072-883-2531（FAX兼）

ueno.hiroshi@3.zaq.jp

TEL 072-462-3127

FAX 072-464-0220

ohno@daieikyou.com

ＴＥＬ　072-751-2281

ＦＡＸ　072-751-9781

czp02747@nifty.com

kiyop@m4.dion.ne.jp

072-265-1700（FAX兼）

三好　純二

労働安全コンサルタント　土-2732

666-0145

兵庫県川西市けやき坂3-18-3

三好労働安全コンサルタント事務所

FS・ISO・RA・OSH登録

安全教育・環境 改善指導

安全診断

管理監督者の安全教育

危険予知指導

安全教育、

建設会社の安全診断・相談

保健衛生

リスクアセスメント指導

受動喫煙防止指導

563-0056

池田市栄町10-3

キッタカ歯科医院

橘高　又八郎

労働衛生コンサルタント　保-1586

安全

増田　武司

労働安全コンサルタント　機-462

569-1047

高槻市大和1-21-9

増田技術士事務所

安全

堀 江  勉

労働安全コンサルタント　土-222

617-0001

向日市物集女町中海道59-14

堀江労働安全コンサルタント事務所

ＯＳＨ審・ＲＡ・危険

予知・安全診断・安 全衛生教育

安全

上野　浩

労働衛生コンサルタント　工-92

571-0061

門真市朝日町18-15

上野労働衛生コンサルタント株式会社

作業環境測定、リスクアセスメント、

OSHMS監査員、(M)SDS、局排設計・設

置、じん肺、有機、特化物、鉛、騒音、振

動、生物学的モニタリング、環境(PRTR)

安全

松田　良文

労働安全コンサルタント　化-82

560-0085

豊中市上新田4-4-22-811

松田労働安全コンサルタント事務所

598-0007

泉佐野市上町2－3－7

大野労働衛生コンサルタント事務所

（大野歯科医院内）

http://daieikyou.c
om

リスクアセスメント指導

OHS

安全衛生教育
衛生

衛生

大野　浩

労働衛生コンサルタント　保-1055

衛生

衛生

久保　とし子

労働衛生コンサルタント　保-2107

592-8345

堺市浜寺昭和町1-148

久保労働衛生コンサルタント事務所

労働衛生一般

教育

健診・事後措置
衛生

生活習慣病（メタボ リックシンドロー

ム）、腎臓専門医
639-0236

奈良県香芝市磯壁2-1041-2

AKメディカルケア

清田　敦彦

労働衛生コンサルタント　保-2864
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TEL　06-6362-9041

FAX06-6362-1087

作業関連健康障害 全般

komoike@topaz.ocn.ne.jp

TEL 06-6744-1300

FAX 06-6745-9880

takashi5@skyblue.ocn.ne.jp

衛生

瀧本　忠司

労働衛生コンサルタント　保-2471

560-0046

豊中市千里園3-8-24

瀧本労働衛生コンサルタント事務所

takimoto@net.email.ne.jp http:// sahi-

net.or.jp t-tkmt/

労働衛生管理

作業関連疾患

健康管理

健康保持増進

快適職場形成

TEL 0725-56-7191

FAX0725-92-7291

tsuneo.taniguchi@nifty.com

072-963-0041（FAX兼）

衛生

松山　文夫

労働衛生コンサルタント　保-1451

591-8022

堺市金岡町1591-5

松山労働衛生コンサルタント事務所

TEL　0722-57-0240

FAX0722-57-2280

078-843-1321（FAX兼）

dfgcd803@kcc.zaq.ne.jp

TEL　072-462-3127

FAX　072-464-0220

yasuda@daieikyou.com

衛生

若木　伸夫

労働衛生コンサルタント　保-2717

589-0006

大阪狭山市金剛2-9-47

090-3289-9644 - 禁煙・生活習慣病

衛生

菰池　義彦

労働衛生コンサルタント　保-1942

530-0047

大阪市北区西天満5-2-18

三共ビル東館

（財）日本予防医学協会 関西支部

労働衛生に関する各種講演、学校や職

場の環境管理なども遠慮なくご相談くださ

い。

〒577-0001

東大阪市徳庵本町1-12

阪本歯科矯正歯科

阪本貴司

労働衛生コンサルタント　保-1854

衛生

衛生

谷口　恒夫

労働衛生コンサルタント　保-2528

594-1111

和泉市光明台2-7-11

トータル　コンサル＆　カウンセル

労働安全衛生管理全般

メ ンタルヘルス

各種ハラスメント

各種労働関係法令に関する支援

教育・研修・講演、

598-0007

泉佐野市上町2-3-7

Daieikyou 労働衛生コンサルタント事務所

衛生

津田　康博

COH労働衛生コンサルタント　保-2998

〒578-0937

東大阪市花園本町1-5-47

津田歯科医院

http://tsudadental.
com/

保健衛生

歯牙酸蝕症の特殊健診

作業環境管理・作業管理

リスクアセスメントに関する講話

衛生

安田　恵理子

COH労働衛生コンサルタント　保-3020

658-0065

神戸市東灘区御影山手2-15-4

安田労働衛生コンサルタント事務所

メンタルヘルス関連や禁煙関連等、職場

での健康増進のアドバイス

リスクアセスメントの講習
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衛生

渡邊　充晴

労働衛生コンサルタント　保-727

552-007

大阪市港区弁天2-1-30

（医）南労会松浦診療所

06-6574-8010㈹

FAX06-6574-0876

じん肺

精神保健

口腔保健

健康管理

06-6871-9288

mtgiakiia.86@gmail.com

衛生

労働衛生一般

健診事後処置

講演

健康経営保健指導

保健指導

高木　美紀

労働衛生コンサルタント　保-6180

565-0863

吹田市竹見台　４−５−２−５０７

髙木労働衛生コンサルタント事務所


