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第19回 豊島・板橋・練馬地区安全衛生推進大会を開催
　第19回豊島・板橋・練馬地区安全衛生推進大会が11月10日(火)午後1時30分から、としま区民セ
ンター・多目的ホール(豊島区東池袋)にて豊島・板橋・練馬三区の事業場代表者、安全衛生担当
者、関係者等の参加により開催されました。本年の大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止を徹
底するため、参加者も99名以下に絞り、安全衛生活動における事例発表、特別講演は取りやめ、日
ごろから安全衛生活動に熱心に取り組み成果を上げている事業場への署長表彰、労働基準協会長表
彰を主とした規模を縮小した大会となりました。
　本大会は、池袋労働基準監督署、一般社団法人池袋労働基準協会、建設業労働災害防止協会東京
支部豊島･板橋･練馬分会の共催及び池袋労働基準監督署管内の事業場団体、業界団体が協賛、賛助
して開催したものです。
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　本大会は、主催者挨拶、ご来賓からのご祝辞の後、安全衛生表彰式が行われ、池袋労働基準
監督署長表彰は、産業医、衛生管理者等の選任を要しない規模の事業場であるにもかかわら
ず、安全衛生管理体制を的確に整備するとともに、安全衛生委員会等において積極的に労働者
の意見を聴き入れ、これを職場の安全衛生管理に反映させている。特に代表者自らが率先して
「働きやすい職場」「安全安心に働ける職場」を意識し、安全管理はもとより、健康経営も含
めて安全衛生管理活動に取り組んでいることなどから表彰されました。
　また、池袋労働基準協会長表彰は、事業場における安全衛生活動を積極的に推進し、安全と
健康の確保、快適な職場環境の形成に努め、過去３年以上無災害を継続し、さらに労働関連法
令等における指導・違反等がない事業場に対しその功績を称え、授与されました。
　なお、本年の大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止を徹底するため、「安全衛生活動に
おける事例発表」、「特別講演」は取りやめとなりました。
最後に、建設業労働災害防止協会東京支部豊島・板橋・練馬分会の藪谷修平氏よる大会宣言を
もって大会の幕を閉じました。

令和2年度  第19回豊島・板橋・練馬地区安全衛生推進大会

大　会　宣　言
　我が国の産業現場における労働災害は、関係者のたゆまぬ努力により、長期的には減少
傾向を示しているものの、令和元年は全国の産業現場において 845 名の尊い命が失われる
結果となった。
　死亡災害 845 名は過去最少の件数になっているが、一つひとつの災害の先には、ある日
突然大切な家族や友人を失った方々の心に、計り知れない悲しみが広がっていることもま
た事実である。よって、死亡災害件数は減少ではなく、根絶せねばならない。
　そして、産業現場において働く我々は死亡災害根絶のための意識を絶やしてはならない。
　目下の課題として、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、厳しい経済情勢
が続いているが、いかなる状況下においても、「働く人の安全と健康を最優先する」という
企業風土を定着させることが極めて重要である。
　したがって、経営トップみずからがリーダーシップを発揮し、働く者すべてが日々の安
全衛生活動に真剣に関わっていく、まさに組織一丸となった取り組みを続けていかなけれ
ばならない。
　具体的には、リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの定着、機械設
備の本質安全化、化学物質の適切な管理の推進、安全衛生教育や危険予知活動などの実行
により、日常的な安全衛生活動を活性化することが挙げられる。
　また、心身両面にわたる健康づくり、とりわけメンタルヘルス対策に積極的に取り組む
こと、さらに快適な職場づくりをすすめることも不可欠である。
　本年は 2018 年 4 月から 2023 年 3 月までの 5ヵ年で取り組んでいる第 13 次東京労働局労
働災害防止計画の 3 年目となるが、今一度、キャッチフレーズでもある「トップが打ち出
す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心」をもとに、労働災害による犠牲者をこれ以上
出さないという決意を新たにし、全ての関係者が安全・健康・快適な職場を目指して英知
と力を結集し、全力を挙げて邁進することをここに宣言する。
　
令和 2年１１月１0日
　　　　　　　　　　令和 2年度　豊島・板橋・練馬地区安全衛生推進大会　参加者一同



 

実施期間 2020年 12月 1日～2021年 1月 15日 
 
 年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎え

ることができるようにという趣旨で、昭和４６年から厚生労働省の後援のもと、本年で

５０回目を迎えます。一年の締めくくりを笑顔で送り、災害のない明るい新年を迎える

ために、「安全最優先」の考え方を基本に、あわただしい時期こそ、作業前点検の実施、

安全な作業方法の確認などを確実に実施しましょう。 

 

 

 

 

東京城北地域産業保健センターからのお知らせ 
新型コロナウイルス感染症対策について 

 

新型コロナウイルス感染症の初期症状はインフルエンザや感冒に似ており、発熱・

咳・倦怠感・呼吸苦・下痢・味覚嗅覚障害がでる事もあり、潜伏期間が２日～２週間と

長いことも特徴の一つです。 

乳幼児・若者は感冒症状が主体ですが、高齢者や糖尿病・慢性閉塞性肺疾患・免疫異

常者については特に注意が必要です。 

感染様式としては『接触感染（ウイルス生存２～３日）』と『飛沫感染（咳、くしゃ

み、エアロゾール：ウイルス生存２～３時間）』があります。 

予防には以下の内容に注意が必要です。①手洗い（石鹸でよく洗う） ②サージカル

マスク、布マスク（約 900円～、飛沫に〇） ③フェイスシールド（エアロゾール対策

に〇） ④顔（目鼻口など）を触らない（粘膜感染源） ⑤３密対策（風の流れを作る、

エアロゾール対策、クラスター予防） ⑥濃厚接触者は PCR検査陰性でも経過観察を！

周囲にうつす可能性大 ⑦重症化予防（コロナウイルスは血流ドロドロ、詰まりやすく

血栓を作りやすい） 

検査については、まずはお住いの地域の保健所などに電話でご相談ください。 

普段からバランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠をとって免疫力をあげてお

く事や、手洗いなどの消毒、マスクをし、なるべく人混みを避ける事が感染予防になり

ます。 

 

東京城北地域産業保健センターは、従業員 50 名未満の小規模事業所の事業主や従業

員の方を対象に、産業保健サービスを無料で提供しています。（TEL：03-3962-4848） 

新江古田診療所  野口 淑子（練馬区医師会） 
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令和2年度　安全衛生表彰受賞者　（敬称略）

《池袋労働基準監督署長表彰》

　　継続事業場
　　　茂呂運送株式会社（練馬区）

表彰式風景

童心印刷株式会社 株式会社三星光機製作所東京信用金庫　本店

株式会社青木メタル 西武消毒株式会社 

ご来賓挨拶
東京城北地域産業保健センター長
齋藤英治板橋区医師会会長

ご来賓挨拶
高野之夫豊島区長

《池袋労働基準協会長表彰》

　　継続事業場
　　　東京信用金庫　本店　　　　（豊島区）
　　　童心印刷株式会社　　　　　（豊島区）
　　　株式会社三星光機製作所　　（板橋区）
　　　株式会社青木メタル　　　　（板橋区）
　　　西武消毒株式会社 　　　　  （練馬区） 

小松原建災防 豊島･板橋･練馬分会長
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池袋労働基準監督署からのお知らせ

「働き方改革」という言葉は最近よく出てきますが、実際は何をすればいいのか、という声
がよく聞かれます。
ということで、まず、概略から。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）の概要
Ⅰ　働き方改革の総合的かつ継続的な推進
　１  労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）
　　・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場
　　合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80 時間（休日労働含む）を限
　　度に設定。（令和２年４月１日より適用）
　　（※）自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例
　　　外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。
　　・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置
　　を廃止する。（令和５年４月１日より適用）
　　・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を
　　指定して与えなければならないこととする。
　　・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。（高度プロフェッショナル制度における健康確保
　　措置を強化）
　　・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法
　　により把握しなければならないこととする。 （労働安全衛生法）
　２  勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）
　３  産業医・産業保健機能の強化（ 労働安全衛生法等）

Ⅱ　雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

　１　不合理な待遇差を解消するための規定の整備
　　（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
　２　 労働者に対する待遇に関する 説明義務の強化
　　（ パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
　３　行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備

と、なっています。監督署が対応しているのは、上記Ⅰの１及び３となります。

次ページにつきましては、池袋労働基準監督署管内の事業場において、実際に行った事例を掲載いた
しますので、参考にしていただければ幸いです。
　

「働き方改革」とは何？
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実施期間 2020年 12月 1日～2021年 1月 15日 
 
 年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎え

ることができるようにという趣旨で、昭和４６年から厚生労働省の後援のもと、本年で

５０回目を迎えます。一年の締めくくりを笑顔で送り、災害のない明るい新年を迎える

ために、「安全最優先」の考え方を基本に、あわただしい時期こそ、作業前点検の実施、

安全な作業方法の確認などを確実に実施しましょう。 

 

 

 

 

東京城北地域産業保健センターからのお知らせ 
新型コロナウイルス感染症対策について 

 

新型コロナウイルス感染症の初期症状はインフルエンザや感冒に似ており、発熱・

咳・倦怠感・呼吸苦・下痢・味覚嗅覚障害がでる事もあり、潜伏期間が２日～２週間と

長いことも特徴の一つです。 

乳幼児・若者は感冒症状が主体ですが、高齢者や糖尿病・慢性閉塞性肺疾患・免疫異

常者については特に注意が必要です。 

感染様式としては『接触感染（ウイルス生存２～３日）』と『飛沫感染（咳、くしゃ

み、エアロゾール：ウイルス生存２～３時間）』があります。 

予防には以下の内容に注意が必要です。①手洗い（石鹸でよく洗う） ②サージカル

マスク、布マスク（約 900円～、飛沫に〇） ③フェイスシールド（エアロゾール対策

に〇） ④顔（目鼻口など）を触らない（粘膜感染源） ⑤３密対策（風の流れを作る、

エアロゾール対策、クラスター予防） ⑥濃厚接触者は PCR検査陰性でも経過観察を！

周囲にうつす可能性大 ⑦重症化予防（コロナウイルスは血流ドロドロ、詰まりやすく

血栓を作りやすい） 

検査については、まずはお住いの地域の保健所などに電話でご相談ください。 

普段からバランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠をとって免疫力をあげてお

く事や、手洗いなどの消毒、マスクをし、なるべく人混みを避ける事が感染予防になり

ます。 

 

東京城北地域産業保健センターは、従業員 50 名未満の小規模事業所の事業主や従業

員の方を対象に、産業保健サービスを無料で提供しています。（TEL：03-3962-4848） 

新江古田診療所  野口 淑子（練馬区医師会） 

 
 

新型コロナウイルス感染症対策について
　新型コロナウイルス感染症の初期症状はインフルエンザや感冒に似ており、発熱・咳・倦怠
感・呼吸苦・下痢・味覚嗅覚障害がでる事もあり、潜伏期間が２日～２週間と長いことも特徴
の一つです。
　乳幼児・若者は感冒症状が主体ですが、高齢者や糖尿病・慢性閉塞性肺疾患・免疫異常者に
ついては特に注意が必要です。
　感染様式としては『接触感染（ウイルス生存２～３日）』と『飛沫感染（咳、くしゃみ、エ
アロゾール：ウイルス生存２～３時間）』があります。
　予防には以下の内容に注意が必要です。①手洗い（石鹸でよく洗う）　②サージカルマス
ク、布マスク（約900円～、飛沫に〇）　③フェイスシールド（エアロゾール対策に〇）　④顔
（目鼻口など）を触らない（粘膜感染源）　⑤３密対策（風の流れを作る、エアロゾール対
策、クラスター予防）　⑥濃厚接触者はPCR検査陰性でも経過観察を！周囲にうつす可能性大
　⑦重症化予防（コロナウイルスは血流ドロドロ、詰まりやすく血栓を作りやすい）
　検査については、まずはお住いの地域の保健所などに電話でご相談ください。
　普段からバランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠をとって免疫力をあげておく事
や、手洗いなどの消毒、マスクをし、なるべく人混みを避ける事が感染予防になります。

　東京城北地域産業保健センターは、従業員50名未満の小規模事業所の事業主や従業員の方を
対象に、産業保健サービスを無料で提供しています。（TEL：03-3962-4848）

新江古田診療所　　野口 淑子（練馬区医師会）

安心

東京城北地域産業保健センターからのお知らせ
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障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共存

社会」実現の理念の下、事業主の皆さまには、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用す

る義務があります（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、令和３年３月１日から以下

のように変わります。 

 

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。 

対象となる事業主の範囲が、従業員４３．５人以上に広がります 

  従業員４３．５人以上４５．５人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。 

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事

業主の範囲が、従業員４５．５人以上から４３．５人以上に変わります。また、そ

の事業主には、以下の義務があります。 

◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 

◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努め

なければなりません。 

 
 
 

 

  

 
 

 
    

    

    

☆雇用指導官 ☎０３－３９８７－１４６５ 

令和３年３月１日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。 

ハローワーク池袋だより
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協会ホームページ　http://www.ikerokyo.or.jp/
講習会等申込書、入会申込書をダウンロードできます。　講習会等のご案内については、随時更新いたします。

新年賀詞交歓会　中止のお知らせ
　池袋労働基準協会の新年賀詞交歓会は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止いたします。

5月4月＜他地区協会との共催講習会等＞

「衛生管理者」受験準備講習会　第1種

「衛生管理者」受験準備講習会　第2種

人事労務・厚生担当者実務講習会

業務上災害・通勤災害の労災保険給付手続き

実務基礎講座「雇用保険・社会保険」

労働・社会保険関係法令の改正をチェック

新型コロナウイルス感染症と労働法

建設業の送検事例から学ぶ労働安全衛生法

パワハラ法制等説明会（オンラインによる）

ウイズ・コロナ＆アフター・コロナの労基署対応

6月 7月 1月 2月

3·18日

11月

11日

25日

予定

12月

予定

9月

16～18日

16·17日

10月

5日

20日

28日

28日

8月 3月

＜池袋協会主催講習会等＞

新入社員安全衛生教育等講習会

労働行政運営方針説明会

全国安全週間説明会

全国労働衛生週間説明会

豊島板橋練馬地区安全衛生推進大会

人事労務・労働保険担当者法令実務説明会

安全衛生推進者養成講習

安全管理者選任時研修

衛生推進者養成講習

5月

中止

4月

中止

中止

6月

中止

中止

7月

17日

9月

中止

15·16日

2月

9日

18·19日

3日

3月

1·2日

10月

20·21日

15日

11月

10日

12月 1月8月

講習会等・協会行事実施と計画

　当協会主催講習会等についての内容、お申し込みは同封のご案内か当協会ホームページをご覧ください。
他地区協会との共催講習会の内容、お申し込みは当協会ホームページをご覧ください。
なお、講習会等については中止となることもありますので、ホームページをご覧になるか、事務局までお尋ね
ください。
＊協会ホームページ　http://www.ikerokyo.or.jp/

令和２年（2020年）度講習会等実施と計画


