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新型コロナウイルス感染症に関する対応について
　相談、届出・申請などは｢電話｣、｢電子申請｣・｢郵送｣をご活用ください。
【電話による相談等が可能な主なもの】・新型コロナウイルス感染症の影響による労働相談　・解雇、
　雇止めなどのあらゆる分野の労働相談　・ハローワークによる職業紹介　・労働保険料の納付に関
　すること
【電子申請や郵送による届出・申請などが可能な主な手続き】・労働基準法に基づく36協定や就業規則
　の届出など　・労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告など　・雇用保険法に基づく雇用保険被
　保険者の資格取得や資格喪失に関する届出など　・ハローワークへの求人申し込み　・労働者派遣
　事業および職業紹介事業の許可の申請など　・労働保険関係成立届、労働保険料概算・確定申告書、
　特別加入申請書・変更届など
【郵送による届出・申請が可能な主な手続き】・ハローワークや雇用環境・均等部(室)における各種助
　成金の申請など　・労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求書の提出など
【インターネットによる情報収集が可能な主なもの】　・ハローワークインターネットサービスによる
求人情報・労働者の労働条件、安全や衛生に関する各種情報、FAQ
雇用調整助成金のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について、令和3年4月30日まで延長い
　たします。
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令和３年度    定 時総会のご案内
　　　　　開催日時　　令和３年６月１８日（金）午後３時～

なお、開催通知、ご出欠、委任状などは、５月中旬に郵送いたします。



ご　挨　拶

池袋労働基準監督署
署長　雨　森　哲　生

池袋労働基準監督署の雨森でございます。
昨年度に着任いたしましたので、2年目となります。今年度も、引き続
きよろしくお願いいたします。

　池袋労働基準協会並びに会員の皆様方には、日頃の労働基準行政への御理解と御協力に感
謝申し上げますとともに、昨年度を振り返るとともに今後の池袋労働基準監督署の取組につ
いて述べさせていただきます。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を最優先に行政展開を行いましたので、
十分に皆様のお役に立てることができませんでした。皆様も「先ずはコロナ対策」や「自粛」
ということで、本来の事業活動が十分に行えないといった1年間をお過ごしになったのではな
いでしょうか。
　未だ終息には至っておりませんが、今年度こそは、昨年度の遅れを取り戻すべく、新たな
手法等を取り入れて、豊島区、板橋区、練馬区で働く方々が安心して安全に働くことができ
るよう、職員が一丸となって、できるだけ多くの施策に取り組んでまいります。
　実は、署長として2年間同じ署に勤務するのは今回が初めてのことです。
　よって、今年度は、会員の皆様と知り合い、豊島、板橋、練馬の各区の現況や特徴を把握
した1年目の経験を活かし、皆様のご期待に応えられるよう積極的に次のことを取り組んでま
いります。
　第一に、改正労基法等に基づく長時間労働の是正及び過重労働による健康障害防止の徹底
です。
第二に、中小企業を中心とする改正労基法等の周知及び支援並びにコロナ禍による新たな働
き方に対応した適切な労務管理の導入支援です。
　第三に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業に対する適切な労務管理に関す
る啓発指導です。
　第四に、災害発生件数の多い建設業、製造業、運輸交通業、社会福祉施設、飲食小売業に
対する重点的な指導です。
　また、豊島区、板橋区、練馬区にある企業の中で、企業規模に拘ることなく、熱心かつ適
切に労務管理や安全衛生対策を行っている大・中・小企業を発掘し、表彰することも考えて
おります。
　以上の施策を中心に池袋労働基準協会並びに会員の皆様と連携を図り、全力を挙げて取り
組んでまいりますので、今後とも一層の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げ、挨
拶とさせていただきます。

２



●令和３年度 労働保険年度更新申告書受理・相談コーナーのご案内

令和３年度の労働保険年度更新手続きは、６月１日（火）から 7月１２日（月）までと 

なります。 

池袋労働基準監督署での申告書受理・相談コーナーの開催は下記のとおりです。 

期間内にお手続きいただきますようお願いいたします。 

開催期間 会 場 所在地 
６月２４日（木）～7月１２日（月） 
午前９：３０～午後４：００ 

池袋労働基準監督署 
４階会議室 

豊島区池袋 4-30-20 
豊島地方合同庁舎 

～高年齢労働者に係る雇用保険料免除措置の終了について～ 

65歳以上で雇用保険の対象となっている労働者について、経過措置として令和 2年 3月 31日ま 

で雇用保険料が免除されていましたが、令和 2年 4月 1日以降は他の雇用保険被保険者と同様に 

  雇用保険料の納付が必要になります。 

～令和３年度の労働保険料率等について～ 

令和３年度については、労災保険料率等の改定はなく、   年度の料率が据え置きとなります。 

～電子申請・電子納付・口座振替について～ 

   労働保険の届け出は、24時間 365日いつでも手続きが可能な電子申請が便利です。 

   労働保険料の納付は、電子納付や口座振替納付が便利です。手数料もかかりません。 

※詳細については、池袋労働基準監督署 労災課あてお問い合わせください。

【池袋労働基準監督署 人事異動のお知らせ】（令和 3年 4月 1日付け） 
新体制は次のとおりです。本年度も宜しくお願い申し上げます。 

署長  雨森 哲生 
副署長（方面・安全衛生） 小山 秀雄 副署長（労災） 立山 俊昭 
第一方面主任監督官 富樫 哲也 労災第一課長 煙山 悟 
第二方面主任監督官 藤目 雄一 労災第二課長 時岡 恒二 
第三方面主任監督官 後関 岳雄 労災給付管理官 吉永 和弘 
第四方面主任監督官 田母神 圭司 安全衛生課長 松本 薫 
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池袋労働基準監督署からのお知らせ
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●令和３年度 労働保険年度更新申告書受理・相談コーナーのご案内

令和３年度の労働保険年度更新手続きは、６月１日（火）から 7月１２日（月）までと 

なります。 

池袋労働基準監督署での申告書受理・相談コーナーの開催は下記のとおりです。 

期間内にお手続きいただきますようお願いいたします。 

開催期間 会 場 所在地 
６月２４日（木）～7月１２日（月） 
午前９：３０～午後４：００ 

池袋労働基準監督署 
４階会議室 

豊島区池袋 4-30-20 
豊島地方合同庁舎 

～高年齢労働者に係る雇用保険料免除措置の終了について～ 

65歳以上で雇用保険の対象となっている労働者について、経過措置として令和 2年 3月 31日ま 

で雇用保険料が免除されていましたが、令和 2年 4月 1日以降は他の雇用保険被保険者と同様に 

  雇用保険料の納付が必要になります。 

～令和３年度の労働保険料率等について～ 

令和３年度については、労災保険料率等の改定はなく、   年度の料率が据え置きとなります。 

～電子申請・電子納付・口座振替について～ 

   労働保険の届け出は、24時間 365日いつでも手続きが可能な電子申請が便利です。 

   労働保険料の納付は、電子納付や口座振替納付が便利です。手数料もかかりません。 

※詳細については、池袋労働基準監督署 労災課あてお問い合わせください。

【池袋労働基準監督署 人事異動のお知らせ】（令和 3年 4月 1日付け） 
新体制は次のとおりです。本年度も宜しくお願い申し上げます。 

署長  雨森 哲生 
副署長（方面・安全衛生） 小山 秀雄 副署長（労災） 立山 俊昭 
第一方面主任監督官 富樫 哲也 労災第一課長 煙山 悟 
第二方面主任監督官 藤目 雄一 労災第二課長 時岡 恒二 
第三方面主任監督官 後関 岳雄 労災給付管理官 吉永 和弘 
第四方面主任監督官 田母神 圭司 安全衛生課長 松本 薫 
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◎大学等卒業予定者 

●大学等卒業予定者の就職・採用活動に関する開始時期 

広報活動 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

採用・選考活動 卒業・修了年度の６月１日以降 

 

●ハローワークにおける求人受理及び公開日 

求人の受理 令和３年２月１日以降 

求人の公開 令和３年４月１日以降 

大学等卒業予定者に対する職業紹介 令和３年６月１日以降 

 

◎中学・高校卒業予定者 

●推薦及び選考開始期日並びに採用内定 

 推薦開始期日 選考開始期日 

中学（東京都） 令和４年１月１日以降 令和４年１月１０日以降 

高   校 令和３年９月５日以降 令和３年９月１６日以降 

採用内定の開始は選考開始と同日以降 

 

●求人申込みの時期及び求人票返戻 

 求人申込期日 求人票返戻期日 

中   学 令和３年６月１日以降 令和３年７月１日以降 

高   校 令和３年６月１日以降 令和３年７月１日以降 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

転 出                    新 所 属 転 入                   旧 所 属 

所      長   山 本  三 喜   飯 田 橋 所 所        長   茂 原   徳 雄   東京労働局 

職業相談部長   木 内  賢 治   東京労働局 職業相談部長   岩 島   英 樹  東京労働局 

雇用開発部長   薄 井  明 美   東京労働局 雇用開発部長    柏 葉   英 彦  東京労働局 

 

令和３年４月１日付人事異動（基幹幹部職員）のお知らせ 

☆お問い合わせ先：事業所第 2部門（学卒担当） ☎０３－３９８７－８６０９ ３２♯ 

令和３年度の新規学校卒業予定者の募集・採用について 

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。

5月4月＜他地区協会との共催講習会等＞

業務上災害・通勤災害の労災保険給付手続き

人事・労務担当者のための労基法

雇用保険・社会保険の各種手続きを学ぶ

6月

15日

17日

23日

7月 1月 2月11月 12月9月 10月8月 3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/

＜池袋協会主催講習会等＞

新入社員安全衛生教育等講習会

労働行政運営方針等説明会

全国安全週間説明会

全国労働衛生週間説明会

板橋練馬豊島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

18日

26·27日

4月

9日

6月

2日

24·25日

7月

27日

9月

7日

16·17日

2月

予定

24·25日

3日

3月

15·16日

10月

19·20日

11日

11月

5日

12月 1月8月

令和３年（2021年）度講習会等実施と計画

令和３年度　全国安全週間説明会開催のご案内
池袋労働基準監督署、( 一社 ) 豊島産業協会、( 一社 ) 板橋産業連合会、( 一社 ) 練馬産

業連合会との共催による、全国安全週間説明会を下記により開催いたします。内容、お

申し込み等の詳細は同封のご案内をご覧下さい。　　参 加 費    無　　料

　開催日時　　令和３年６月２日（水）　午後 1時 30 分～４時 30 分（予定）

　開催場所　　IKE・Biz（としま産業振興プラザ）６階多目的ホール／東京都豊島区

　　　　　　　西池袋２－３７－４

　内　　容　　監督署担当官による説明　安全に関する特別講演


