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一般社団法人　池袋労働基準協会　
会　長　阿　部　財　智

新　年　の　ご　挨　拶

　新年あけましておめでとうございます。
　会員各位におかれましては健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は
当協会活動に対し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。本年もよろしくお願いいたしま
す。
　さて、我が国の景気の先行きについては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大きく落
ち込んだ景気も、穏やかではあるが回復局面に向かっているのではないかとの見通しであります。
　しかしながら、感染拡大防止と経済活動の両立をどのように行っていくのか、なかなか難しいか
じ取りではないかと思われます。感染症の収束はいつなのか、東京オリンピック・パラリンピック
の開催はあるのか、一刻も早いワクチン開発に期待するというのが率直な思いであります。
　コロナ禍の中で、縮小したとはいえ経済活動は続いており、東京における労働災害（死亡及び休
業4日以上の災害）の発生件数は、令和2年1月から11月末の速報値によりますと、前年同期8,315件
に対し8,085件と2.8%の減少となっております。池袋署管内では前年同期705件に対し720件と2.1%
の増加となっております。死亡災害発生状況については、11月末の速報値によりますと、東京都全
体では前年同期40件に対し13件減の27件となっており、池袋署管内では前年同期1件に対し2件と
なっております。また、脳・心臓疾患や精神障害等の労災請求件数・認定件数は引き続き高水準に
あります。
　当協会としては池袋労働基準監督署管内における今年度の重点課題である、多様な働き方を可能
とする時間外労働の上限規制、年次有給休暇取得の義務化など働き方改革に向けた取り組み、長時
間労働の是正及び過重労働における健康障害の防止対策、改正労働基準法等の円滑な施行と周知、
第１３次労働災害防止計画における労働災害防止対策等を監督署、関係官庁と協力しながら引き続
き進めてまいります。当協会実施の各種講習会や説明会等はその取り組みの一つであり、今後も会
員事業場皆様のご協力をお願いいたします。
　今年の干支は、「丑（辛丑）」です。「丑年」は、古きことに悩みながらも終わりをつげ、新し
き芽生えを見出す年になるということです。また習い事初めに吉ということでもあり、気分を入れ
替えて何か新しいことをスタートさせるのもよし、これまで滞っていたことを始めるのもよしとい
われています。当協会も労働災害ゼロに向けてさらなる努力を続けてまいりますので、よろしくお
願いたします。
　結びに、会員事業場各位のご健勝とご発展、職場の安全をご祈念致し、新年の挨拶とさせていた
だきます。



考えております。そのためにも働き方改革に関係する法律のひとつである改正労働基準法の内容について、

豊島区、板橋区、練馬区の多くの企業の皆様に浸透するよう、好事例の水平展開を図ることなどにより輪を

広げていく、これが重要であると考えているところです。

　阿部会長をはじめ、会員の皆様には、本年も引き続き管内の働き方改革への取組の推進にお力添えをい

ただきたく、よろしくお願い申し上げます。

　働き方改革の本来の目的は、労働時間の削減ではありません。労働時間の削減は働き方改革を実現する

一つの過程にすぎません。本来の目的は、我々が気持ちよく仕事ができる環境をつくることです。そのため

にも無駄を省き、効率的になるよう働き方を変えていかなければなりません。

　そのためにも機械にできることは機械にやらせて、人間はやらない、その分、浮いた時間をほかの趣味や

家庭の為に使うといったことが理想です。

　例えば、1980年代のWindowsの登場、そしてWindows95の急激な普及が世の中を変え、業務の効率化

に大きく寄与したように、最近のQRコードを始めとした支払いのキャッシュレス化も大きな変化です。現金

を使わないことで、かなりの時間が節約できることが分かっております（また、新型コロナウイルス感染対

策にもなると考えます）。そこに業務の余裕や効率化が生まれ、今までの「仕事が忙しくて仕事以外のこと

をやる時間がない」といった状況を変えることができるのです。

　昨年4月より、時間外労働の上限規制が中小企業にも施行されました。池袋労働基準監督署では、働き

方改革に取り組む皆様に労働基準法等の内容について、監督指導だけでなく、引き続き労働時間相談・支

援班による説明会や個別訪問で懇切丁寧にご説明をさせていただきます。

　また、昨年は、労働災害防止の意識を共有するといった「意識の見える化」を図っていただきたく、Safe

　Work　TOKYOのロゴマークを事務所等に掲示するといった活用を推進してまいりました。本年も引き

続き豊島区、板橋区、練馬区の労働災害減少のため、多くの企業に普及するよう取組んでまいります。

　さらに、労災補償業務の迅速・適正な事務処理、労働保険料の適正徴収、労働保険未手続一掃対策に

ついて、昨年に引き続き推進してまいります。

　末筆になりましたが、池袋労働基準協会の益々の御発展と働き方改革が会員企業を長期的かつ健全に

発展させ、皆様ひとりひとりが充実した毎日が送れる１年となりますよう、また皆様の御健勝、御繁栄を心か

ら祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。
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　令和3年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

　池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、昨年は、当署の業務運営に格別のご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　年頭に当たり、私の昨年を振り返り、改めて今までに経験をしたことがない激動の1年間であったと感じ

ております。

　昨年4月に池袋労働基準監督署に着任した直後に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が

全国に対し発動され、総会を例年どおりに行うわけにいかなくなり、阿部会長や副会長の皆様をはじめ限

られた方 と々しかお会いすることができないスタートとなってしまいました。

　その後もなかなか多くの皆様とお会いする機会を設けることができずにいることが非常に残念でなりま

せん。

　その中で、昨年と本年の決意をそれぞれ漢字一文字に表してみました。

　昨年、令和2年を漢字一文字に表すと「縁」です。ご縁の「縁」です。

　昨年は、計画された業務の多くを行うことができなくなり、厳しい制限の中、協会の一部の皆様ではあり

ますが、お知り合いになることができ、当署の業務運営に多大なご支援、ご協力を賜り、また支えられ、少

ないながらも非常に成果を上げた取組みを行うことができました。

　これも豊島区、板橋区、練馬区で働く皆様とお知り合いになれたからであります。令和2年は、私にとっ

て、素晴らしい「縁」があったと感じております。

これからもこのご縁を大切にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　そして、令和3年の私の決意を表す漢字は「輪（りん）」です。

　車輪の輪です。オリンピック・五輪の輪です。

　本年は、いよいよ昨年延期となった東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。

　また、「輪（りん）」は、「わ」とも読みます。

　本年こそは、一人でも多くの会員の皆様と直接お会いし、昨年からの皆様とのご縁やお力添えへの輪

（わ）を広げていきたいと思っております。

　昨年に引き続き、本年も当面はコロナ禍に対応した働き方改革の推進を主軸に行政運営を図ることとな

りそうです。皆様とのご縁の輪を広げ、働き方改革の輪を広げていきたい、いや、広げなければならない、と

池袋労働基準監督署　　　　　

署　長　雨　森　哲　生　

新　年　の　ご　挨　拶
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考えております。そのためにも働き方改革に関係する法律のひとつである改正労働基準法の内容について、

豊島区、板橋区、練馬区の多くの企業の皆様に浸透するよう、好事例の水平展開を図ることなどにより輪を

広げていく、これが重要であると考えているところです。

　阿部会長をはじめ、会員の皆様には、本年も引き続き管内の働き方改革への取組の推進にお力添えをい

ただきたく、よろしくお願い申し上げます。

　働き方改革の本来の目的は、労働時間の削減ではありません。労働時間の削減は働き方改革を実現する

一つの過程にすぎません。本来の目的は、我々が気持ちよく仕事ができる環境をつくることです。そのため

にも無駄を省き、効率的になるよう働き方を変えていかなければなりません。

　そのためにも機械にできることは機械にやらせて、人間はやらない、その分、浮いた時間をほかの趣味や

家庭の為に使うといったことが理想です。

　例えば、1980年代のWindowsの登場、そしてWindows95の急激な普及が世の中を変え、業務の効率化

に大きく寄与したように、最近のQRコードを始めとした支払いのキャッシュレス化も大きな変化です。現金

を使わないことで、かなりの時間が節約できることが分かっております（また、新型コロナウイルス感染対

策にもなると考えます）。そこに業務の余裕や効率化が生まれ、今までの「仕事が忙しくて仕事以外のこと

をやる時間がない」といった状況を変えることができるのです。

　昨年4月より、時間外労働の上限規制が中小企業にも施行されました。池袋労働基準監督署では、働き

方改革に取り組む皆様に労働基準法等の内容について、監督指導だけでなく、引き続き労働時間相談・支

援班による説明会や個別訪問で懇切丁寧にご説明をさせていただきます。

　また、昨年は、労働災害防止の意識を共有するといった「意識の見える化」を図っていただきたく、Safe

　Work　TOKYOのロゴマークを事務所等に掲示するといった活用を推進してまいりました。本年も引き

続き豊島区、板橋区、練馬区の労働災害減少のため、多くの企業に普及するよう取組んでまいります。

　さらに、労災補償業務の迅速・適正な事務処理、労働保険料の適正徴収、労働保険未手続一掃対策に

ついて、昨年に引き続き推進してまいります。

　末筆になりましたが、池袋労働基準協会の益々の御発展と働き方改革が会員企業を長期的かつ健全に

発展させ、皆様ひとりひとりが充実した毎日が送れる１年となりますよう、また皆様の御健勝、御繁栄を心か

ら祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

　

　令和3年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

　池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、昨年は、当署の業務運営に格別のご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　年頭に当たり、私の昨年を振り返り、改めて今までに経験をしたことがない激動の1年間であったと感じ

ております。

　昨年4月に池袋労働基準監督署に着任した直後に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が

全国に対し発動され、総会を例年どおりに行うわけにいかなくなり、阿部会長や副会長の皆様をはじめ限

られた方 と々しかお会いすることができないスタートとなってしまいました。

　その後もなかなか多くの皆様とお会いする機会を設けることができずにいることが非常に残念でなりま

せん。

　その中で、昨年と本年の決意をそれぞれ漢字一文字に表してみました。

　昨年、令和2年を漢字一文字に表すと「縁」です。ご縁の「縁」です。

　昨年は、計画された業務の多くを行うことができなくなり、厳しい制限の中、協会の一部の皆様ではあり

ますが、お知り合いになることができ、当署の業務運営に多大なご支援、ご協力を賜り、また支えられ、少

ないながらも非常に成果を上げた取組みを行うことができました。

　これも豊島区、板橋区、練馬区で働く皆様とお知り合いになれたからであります。令和2年は、私にとっ

て、素晴らしい「縁」があったと感じております。

これからもこのご縁を大切にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　そして、令和3年の私の決意を表す漢字は「輪（りん）」です。

　車輪の輪です。オリンピック・五輪の輪です。

　本年は、いよいよ昨年延期となった東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。

　また、「輪（りん）」は、「わ」とも読みます。

　本年こそは、一人でも多くの会員の皆様と直接お会いし、昨年からの皆様とのご縁やお力添えへの輪

（わ）を広げていきたいと思っております。

　昨年に引き続き、本年も当面はコロナ禍に対応した働き方改革の推進を主軸に行政運営を図ることとな

りそうです。皆様とのご縁の輪を広げ、働き方改革の輪を広げていきたい、いや、広げなければならない、と
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池袋公共職業安定所　
所　長　山　本　三　喜

新　年　の　ご　挨　拶

　池袋労働基準協会会員の皆様、あけましておめでとうございます。

　昨年中は、当所の円滑な業務運営に多大なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、都内の有効求人倍率は令和 2年 1月には 2倍を

下回り2月以降は1倍台が続いており、また、総務省が発表している完全失業率は 8月から3％台で推移

するなど、都内の求職者は増加傾向にあり、雇用環境は厳しさが見られます。また、雇用保険の失業給付で

は、当所の10月末までの受給資格決定件数が対前年比で約 26％増加と高い水準となるなど、新型コロナ

ウイルス感染症が雇用に与える影響に、より一層注意する必要がある状況でございます。

　なお、このコロナ禍により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用の維持を図るため、

雇用調整（休業等）を実施する事業主の皆様に対して、休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金の

受給上限額を日額 8,330 円 (8月以降は 8,370 円 )から15,000 円に引き上げ、解雇せずに雇用の維持に努

めた中小企業への助成率を一部 10/10（100％）に引き上げるなどの特例措置が実施され、令和 3年の 2月

末まで現行の特例措置が延長されることとなりました。

　こうした状況の中ではございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を中断しており

ました各種の就職面接会を、秋口よりwithコロナの中で感染防止対策を十分に講じながら再開しておりま

す。引き続き人材と企業のマッチングを強化して参りますので、会員の皆様におかれましては、ハローワーク

の活用をご検討いただければと存じます。

　また、改正法の施行について2点ご案内いたします。障害者の法定雇用率が令和 3年 3月1日から引き

上げられます。民間企業は現行の2.2％から2.3％に、国、地方公共団体等は現行の2.5％から2.6％に変わ

ります。加えて、改正高年齢者雇用安定法が令和 3年 4月から施行されます。　65歳までの雇用確保義務

に加え、70 歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」とされることに伴い、再就職援助計画・多

数離職者届等の対象が追加されます。

　ご理解、ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

　結びに、会員の皆様におかれまして、本年が良い年になりますよう心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶と

させていただきます。
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池袋労働基準監督署からのお知らせ
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　東京労働局委託事業の「東京働き方改革推進支援センター」の専門家（社会保険労務士）による出張相談会を
下記ハローワークで令和３年１月・2月に開催いたします。働き方改革関連法の中の「同一労働同一賃金」が令和3
年4月1日より中小企業も対象となります。この「同一労働同一賃金」を実施するにあたっての疑問・お悩みの解決を
はじめ、就業規則や３６協定の作成アドバイスや働き方改革推進支援助成金・雇用調整助成金・キャリアアップ助
成金などの各種助成金、生産性向上のためのアドバイスなど働き方改革関連のご相談をお気軽にしていただけま
す。
★1月・2月開催案内：各ハローワークとも時間は13：00～16:00、予約は不要です。

また令和３年３月31日までの毎週水曜日、東京労働局雇用環境・均等部14階相談ブースにおいて「東京働き方改革
推進支援センター」の専門家による「パートタイム・有期雇用労働法個別相談会」（予約制）を開催しております。
詳細は東京労働局イベント情報をご覧ください。
上記相談会以外でも事業所さまに出向く訪問相談、電話、メール、オンライン、ＦＡＸ相談も承ります。
詳細は東京働き方改革推進支援センターへお気軽にお問い合わせください。
電話：０１２０－２３２－８６５　　ＵＲＬ：https://www.adecco.co.jp/news/tokyo_kaikaku/

東京働き方改革推進支援センターの専門家によるハローワーク
での無料出張相談会のご案内                東京労働局雇用環境・均等部企画課

安衛法第66条に基づく定期健康診断について
　安衛法第66条第1項では,労働者の一般的な健康の確保を図るとともに,業務の適正配置および健康管理を
目的として,事業者に一般健康診断の実施義務を課しています.
【留意点】健康診断の費用は,法で事業者に健康診断の実施の義務を課していることから,事業者が負担しな
ければなりません.
【定期健康診断】（安衛則第44条）では必要11項目が記載され,常時使用する労働者に対して,年に1回実施
義務を課しています.
1.既往歴及び業務歴（略不可）,2.自覚症状および他覚症状有無（略不可）
3.身長体重腹囲視力及び聴力(オージオメーター1000Hz,30db,4000Hz,40db実施)
（身長:20歳以上の者,体重（略不可）,腹囲（下記一～四は省略可,一,40歳未満の者（35歳を除く）,二,妊娠中
の女性等で腹囲が内臓脂肪蓄積を反映していない者,三,BMI20未満の者,四,自ら腹囲測定申告した者（BMI
が22未満に限る))
4.胸部X線及び喀痰検査（X線除外可は40歳未満（20,25,30,35歳を除く）で,下記に該当しない者,一,感染症予
防及び感染症患者医療に関する法律施行令第12条第1項第1号者,二,じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に揚
げる者）5.血圧（略不可）, 6.貧血検査（40歳未満の者（35歳の者を除く)）, 7.肝機能検査（40歳未満の者
（35歳の者を除く)）, 8.脂質検査（40歳未満の者（35歳の者を除く)）,
9.血糖検査（40歳未満の者（35歳の者を除く)）, 10.尿検査（略不可）, 11.心電図（40歳未満略可（35歳の
者を除く）.
上記必須項目が抜けない様にご留意願います.健康診断結果で心配なことがあれば,産業医にご相談ください
.労働者数が50人未満の事業所では,地域産業保健センターまでご連絡下さい.　　　　　　  文責　多比良清

東京城北地域産業保健センターからのお知らせ

ハローワーク飯田橋

第2・４木曜　※祝祭日なし

ハローワーク大森

毎週水曜

ハローワーク墨田

第1・3火曜

ハローワーク八王子

第2・４金曜

文京区後楽1-9-20

飯田橋合同庁舎1階

大田区大森北4-16-7

2階エレベーターホール

墨田区江東橋2-19-12

2階

八王子市子安町1-13-1

2階エントランス

1月

2月

1月

2月

1月

2月

1月

2月

14日

25日

6日

3日

5日

２日

８日

12日

28日

　

13日

10日

19日

16日

22日

26日

　

　

20日

17日

　

　

　

　

　

　

27日

24日
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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。

5月4月＜他地区協会との共催講習会等＞

ウイズ・コロナ＆アフター・コロナの労基署対応

労務人事担当者基礎講習（オンライン）

36協定集中講座（オンライン）

6月 7月 1月 2月

3·18日

5·12日

18日

11月 12月9月 10月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

新 年 賀 詞 交 歓 会 中 止
　例年 1月に開催しております新年賀詞交歓会は

コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。

令和 3年度　定時総会・懇親会

令和 3年 6月 18 日（金）


