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豊島区・板橋区・練馬区のみなさまへ
　東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和3年10月１日から 
時間給１,０４１円に改正されました。
◇　都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業
　　場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
◇　最低賃金引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金
　　制度を設けています。今回はその一部をご紹介します。
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池袋労働基準監督署からのお知らせ

使いましょう ！ ！

業務改善助成金
給料UPで最大６００万円の給付

まずは
　申請 ！

業務改善助成金とは
業務効率・収益性を上げるための設備投資やコンサ
ルタント導入費用について、その一部が助成されます
会社内で最も賃金が低い労働者の賃金を引き上げた
ときに支給されるシステムです

つまり ・ ・ ・
収益増につながる
投資を行う

増えた収益で
賃金引上げを行う

ここに対する助成金
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　このような背景を踏まえ、今年度は、
「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」

を全体のスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図り、自主
的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとするとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
向けた副スローガンとして

「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」
を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けることとします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“三つの密”（①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）、②密集空間（多くの人が密集している)、③密接空間（お互いに手を伸ばしたら
届く距離での会話や発声が行われる））を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労
働衛生週間を実施することとします。

＊趣　旨 
　全国労働衛生週間は、昭和25年の第１回実施以来、今年で第72回を迎えました。この間、全国労働衛
生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた
労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところです。
　労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には802件となっ
ており、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を
超えています。
　このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健
康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年には6,000人以上発
生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組
の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続することが求められて
います。さらに、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から、健
康づくりを推進していくことが求められている。このため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン（エイジフレンドリーガイドライン）を策定し、健康づくり等の取組を推進していくこととしています。
　日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場において、病気を抱
えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えることが予想されることから、「事業場
における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進めることにより、企業の意識改
革や地域における支援体制の強化を進めています。
　化学物質に起因する労働災害については、特定化学物質障害予防規則などの特別規則の対象となって
いない有害物によるものが全体の８割を占めています。こうした化学物質による健康障害を防止するた
め、関連法令に基づく取組の徹底に引き続き取り組むとともに、特別規則の対象となっていない化学物質
による労働災害を防止するため、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対
策の実施を更に促進していくことが必要です。
　また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年間1,000人を超
えている中で、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が今なお
多数現存しており、その解体工事が 2030 年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務
づけられている石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散
見される。こうしたことを踏まえ、令和２年７月に石綿障害予防規則を改正し、石綿によるばく露防止対策
を強化したところです。
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入っていますか？労働保険

　正社員、パートタイマー、アルバイトなど名称や雇用形態を問わず、一人でも労働者を雇用し
ている事業主には、業種・規模を問わず労働保険への加入義務があります。
　労働者が労災に遭った時の労災保険給付や労働者が失業した時の失業給付など、労働保険は、
労働者だけでなく、その家族も守る保険です。
　加入手続きや労災保険給付のお問い合わせについては、労働基準監督署まで、雇用保険の加入
手続き等につきましてはハローワークまでお問い合わせください。

＜費用徴収制度について＞
　　　労災保険法には、法第３１条第１項第１号において、政府は事業主が故意又は重大な過失によ
り労災保険に係る保険関係成立届を提出していない（いわゆる未手続の）期間中に生じた事故に
ついて労災保険給付を行った場合、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付
に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができるという規定が
設けられています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆池袋労働基準監督署　労災課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ℡　03（3971）1259
                                                                                                         ☆ハローワーク池袋　雇用保険適用課
                                                                                                                                        ℡　03（3987）8609
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令 和 3 年 度 全 国 労 働 衛 生 週 間 実 施 要 綱（ 抜 粋 ）

　令和３年度 全国労働衛生週間は10月１日から10月７日までを本週間（9月1日から9月30日まで
を準備期間）とし、取り組みを展開します。全国労働衛生週間の趣旨は以下のとおり示されており
ますので、各事業場におかれましては、積極的な取り組みをお願いいたします。
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新型コロナウイルス感染症に関する労災請求について(全国件数)

厚生労働省の発表による令和3年9月10日現在の新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数
は、以下の通りです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年９月１０日現在
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労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところです。
　労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には802件となっ
ており、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を
超えています。
　このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健
康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年には6,000人以上発
生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組
の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続することが求められて
います。さらに、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から、健
康づくりを推進していくことが求められている。このため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン（エイジフレンドリーガイドライン）を策定し、健康づくり等の取組を推進していくこととしています。
　日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場において、病気を抱
えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えることが予想されることから、「事業場
における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進めることにより、企業の意識改
革や地域における支援体制の強化を進めています。
　化学物質に起因する労働災害については、特定化学物質障害予防規則などの特別規則の対象となって
いない有害物によるものが全体の８割を占めています。こうした化学物質による健康障害を防止するた
め、関連法令に基づく取組の徹底に引き続き取り組むとともに、特別規則の対象となっていない化学物質
による労働災害を防止するため、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対
策の実施を更に促進していくことが必要です。
　また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年間1,000人を超
えている中で、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が今なお
多数現存しており、その解体工事が 2030 年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務
づけられている石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散
見される。こうしたことを踏まえ、令和２年７月に石綿障害予防規則を改正し、石綿によるばく露防止対策
を強化したところです。

業種

計

請求件数

17,457 (83) 13,885 (51) 13,626 (50)

31 (4) 20 (2) 20 (2)

12,857 (17)

8,378 (6)

4,213 (11)

45 (0)

221 (17)

10,682 (15)

7,124 (6)

3,358 (9)

44 (0)

156 (0)

10,496 (15)

6,960 (6)

3,336 (9)

44 (0)

156 (0)

決定件数 うち支給件数

１.医療従事者
①医療業
②社会保険・社会福祉・介護事業
③教育、学習支援業
④その他

２.医療従事者以外

３.海外出張者

①建設業
②製造業
③運輸業、郵便業
④卸売業、小売業
⑤宿泊業、飲食宿泊業
⑥教育、学習支援業
⑦医療業
⑧社会保険・社会福祉・介護事業
⑨サービス業
⑩その他

※()内は遺族請求(死亡)に係る件数で、内数です。

4,569 (62)

371 (9)

512 (5)

473 (14)

311 (10)

303 (1)

126 (0)

659 (0)

906 (9)

529 (9)

379 (5)

3,183 (34)

224 (5)

287 (4)

362 (7)

212 (2)

218 (1)

68 (0)

524 (0)

727 (4)

331 (8)

230 (3)

3,110 (33)

219 (5)

286 (4)

356 (7)

208 (2)

214 (1)

67 (0)

489 (0)

726 (4)

321 (7)

224 (3)
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ハローワーク池袋だより
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「令和３年度 板橋・練馬・豊島地区安全衛生推進大会」中止のお知らせ
　本年１１月５日に予定しておりました「令和３年度 板橋・練馬・豊島地区安全衛生
推進大会」は、新型コロナウイルス感染症拡大等に鑑み、中止とさせていただきま
す。
　また、署長表彰及び協会長表彰も次年度に繰り越しとなります。

講習会等・協会行事実施報告と計画
　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。

令和３年（2021年）度講習会等実施報告と計画

＜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

中止

26·27日

4月

9日

6月

中止

24·25日

7月

27日

9月

中止

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

中止

12月 1月8月

※本年9月7日に予定しておりました「令和3年度全国労働衛生週間説明会」は、新型コロナウイルス感染症拡大
　の影響により中止とさせていただきました。

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。

＜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

ベーシックセミナー2021第2回［オンデマンド配信］

労務人事担当者基礎講習［オンライン開催］

職場のメンタルヘルス対策［オンライン開催］

人事労務・厚生担当者実務講習会

労務管理「テレワーク、副業・兼業の労務管理」

5月4月 6月

15日

17日

23日

7月 9月 2月 3月10月

8·15日

12日

21日

11月

29日

12月 1月8月


