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一般社団法人　池袋労働基準協会　
会　長　大　島　隆　夫

新　年　の　ご　挨　拶

　あけましておめでとうございます。
　会員の皆様ならびに関係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。
　年頭に当たり、あらためまして当協会の事業運営にご理解とご協力をいただいておりますことに
厚く御礼申し上げます。
　昨年も新型コロナウイルス感染症の流行に振り回された一年でした。当協会でも開催を予定して
いた主要な行事のほとんどが中止、延期せざるを得ない状況となり、会員の皆様には大変ご不便を
お掛けいたしました。
　やっと全国的に規制が解除されたとは言え、新たな変異株が出現するなど、感染症の先行きは不
透明な状況が続いています。このような厳しい環境下にあっても、地道に労務管理や安全衛生活動
に取り組んでおられる事業場の皆様に対し、心より感謝申し上げます。
　コロナ禍の１年半を経て、われわれの生活スタイルや、事業場を取り巻く労働環境が一変し、テ
レワーク等これまでにない柔軟な働き方が定着しつつあります。一方、コロナ前とは違う生活スタ
イルやリモートワークでの緊張感からくる疲労の蓄積、コミュニケーション不足によるメンタルヘ
ルス不調といった新たな問題も発生しており、心身のケアにも配慮が必要です。
　今後は、「新しい生活様式」の下、従業員がいきいきと活躍でき、企業の生産性を高められるよ
う、ニューノーマルな働き方ができる職場環境が求められています。
　さて、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3年1月から10
月末の速報値によりますと、前年同期7,229件に対し9,349件と29.3%の大幅な増加となっており、亡
くなられた方は38人と前年同期24人より14人も増加しています。池袋署管内では前年同期636件に
対し972件と52.8%の大幅増加となっており、亡くなられた方は2人と前年同期3人より1人減少して
います。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。
　当協会としては今年度の重点課題である、コロナ禍に対応した働き方改革の推進を主軸とし、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、中小企業を中心とした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進めて参ります。ま
た、講習やセミナーにおいては監督署からホットな情報を頂き、課題に対応した講習会をタイム
リーに開催するとともに、オンライン開催にも対応できる体制で取り組んで参りますので、皆様の
ご支援をお願い申し上げます。
　結びに、会員事業場のご発展と皆様のご健勝を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただ
きます。
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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。

新　年　の　ご　挨　拶

　さらに激増している労働災害を一件でも減らしていく必要があります。

　管内には、大規模な病院や社会福祉施設があることもあり、新型コロナウイルス感染症に係る労働災害

が都内で最も多く発生しています。そのため、休業4日以上の労働災害は、前年の50％以上の増加となって

おります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の件数を除いても20％以上の増加となっており、増加

の原因が新型コロナウイルス感染症だけとは言えない状況です。

　そこで、本年は、労働災害の防止対策についても、豊島区、板橋区、練馬区の企業の皆様のご協力を得

ながら、強力に推進していく必要があると考えているところです。

　大島会長をはじめ、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、労働災害防止

対策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。

　末筆になりましたが、池袋労働基準協会の益々のご発展と働き方改革が会員企業を持続的かつ健全に

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、また皆様のご健勝、ご繁栄を心か

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4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。

　昨年、新年の決意を漢字一文字で「輪（りん）」で表しました。五輪の輪です。

　また、「輪（りん）」は、「わ」とも読みます。

着任早 、々新型コロナウイルス感染症に係る最初の緊急事態宣言が発動され、皆様とお会いすることが困

難となり、そのまま状況があまり変わらないまま年が明けてしまったので、「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。」といった思

いと、開催予定であった東京オリンピック・パラリンピックにかけて「輪」としたわけです。

　しかしながら、昨年も数回にわたる緊急事態宣言が発動されるなど、皆様と必ずしも十分にお会いする

機会を設けられたとは言えない状況が続きました。

　その中で、豊島区、板橋区、練馬区で事業を行っている方々のご意見を直接伺いたく、お邪魔させていた

だくなど、徐々にではありますが、できることも増えてきました。

　本年は、ウイズコロナ・アフターコロナ時代の幕開けとして、新型コロナウイルス感染症に打ち勝ち、事業

活動を展開する新しい年となります。我 も々これからの時代に合った必要な援助となる行政運営を行わな

ければならないと感じております。そのためには、新たな取組み、展開が必要であり、そして経済や生活も

発展させなければなりません。

　以上から、本年における新年の決意は「展（てん）」で表します。

　本年も、昨年に引き続き、コロナ渦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。

　特にこれからは、新しい働き方として、テレワークやワーケーションなどの普及が一層進みそうです。それ

と同時に、対面での業務の大事さを改めて認識することになり、対面とリモートの複合がさらに進み、無駄

のない、効率的、効果的な業務の在り方が注目されることになるのではないでしょうか。

　そのためにも豊島区、板橋区、練馬区の多くの企業の皆様のご意見を昨年以上にいただきながら新たな

展開に繋げていく、これが重要であると考えているところです。

池袋労働基準監督署　　　　　

署　長　雨　森　哲　生　
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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。

　昨年、新年の決意を漢字一文字で「輪（りん）」で表しました。五輪の輪です。

　また、「輪（りん）」は、「わ」とも読みます。

着任早 、々新型コロナウイルス感染症に係る最初の緊急事態宣言が発動され、皆様とお会いすることが困

難となり、そのまま状況があまり変わらないまま年が明けてしまったので、「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。」といった思

いと、開催予定であった東京オリンピック・パラリンピックにかけて「輪」としたわけです。

　しかしながら、昨年も数回にわたる緊急事態宣言が発動されるなど、皆様と必ずしも十分にお会いする

機会を設けられたとは言えない状況が続きました。

　その中で、豊島区、板橋区、練馬区で事業を行っている方々のご意見を直接伺いたく、お邪魔させていた

だくなど、徐々にではありますが、できることも増えてきました。

　本年は、ウイズコロナ・アフターコロナ時代の幕開けとして、新型コロナウイルス感染症に打ち勝ち、事業

活動を展開する新しい年となります。我 も々これからの時代に合った必要な援助となる行政運営を行わな

ければならないと感じております。そのためには、新たな取組み、展開が必要であり、そして経済や生活も

発展させなければなりません。

　以上から、本年における新年の決意は「展（てん）」で表します。

　本年も、昨年に引き続き、コロナ渦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。

　特にこれからは、新しい働き方として、テレワークやワーケーションなどの普及が一層進みそうです。それ

と同時に、対面での業務の大事さを改めて認識することになり、対面とリモートの複合がさらに進み、無駄

のない、効率的、効果的な業務の在り方が注目されることになるのではないでしょうか。

　そのためにも豊島区、板橋区、練馬区の多くの企業の皆様のご意見を昨年以上にいただきながら新たな

展開に繋げていく、これが重要であると考えているところです。
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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。

　さらに激増している労働災害を一件でも減らしていく必要があります。

　管内には、大規模な病院や社会福祉施設があることもあり、新型コロナウイルス感染症に係る労働災害

が都内で最も多く発生しています。そのため、休業4日以上の労働災害は、前年の50％以上の増加となって

おります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の件数を除いても20％以上の増加となっており、増加

の原因が新型コロナウイルス感染症だけとは言えない状況です。

　そこで、本年は、労働災害の防止対策についても、豊島区、板橋区、練馬区の企業の皆様のご協力を得

ながら、強力に推進していく必要があると考えているところです。

　大島会長をはじめ、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、労働災害防止

対策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。

　末筆になりましたが、池袋労働基準協会の益々のご発展と働き方改革が会員企業を持続的かつ健全に

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、また皆様のご健勝、ご繁栄を心か

ら祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

池袋公共職業安定所　
所　長　茂　原　徳　雄

新　年　の　ご　挨　拶
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　さて、一昨年来猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症は、経済活動の停滞を招いたほか、雇用
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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。

会員企業の皆様方におかれましては、厳しい状況が続く中ではございますが、ハローワークの積極的な活
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特に企業における人材の確保、各種助成金の活用について、さらに法改正となった障害者の雇用率や改正
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　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。

　昨年、新年の決意を漢字一文字で「輪（りん）」で表しました。五輪の輪です。

　また、「輪（りん）」は、「わ」とも読みます。

着任早 、々新型コロナウイルス感染症に係る最初の緊急事態宣言が発動され、皆様とお会いすることが困

難となり、そのまま状況があまり変わらないまま年が明けてしまったので、「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。」といった思

いと、開催予定であった東京オリンピック・パラリンピックにかけて「輪」としたわけです。

　しかしながら、昨年も数回にわたる緊急事態宣言が発動されるなど、皆様と必ずしも十分にお会いする

機会を設けられたとは言えない状況が続きました。

　その中で、豊島区、板橋区、練馬区で事業を行っている方々のご意見を直接伺いたく、お邪魔させていた

だくなど、徐々にではありますが、できることも増えてきました。

　本年は、ウイズコロナ・アフターコロナ時代の幕開けとして、新型コロナウイルス感染症に打ち勝ち、事業

活動を展開する新しい年となります。我 も々これからの時代に合った必要な援助となる行政運営を行わな

ければならないと感じております。そのためには、新たな取組み、展開が必要であり、そして経済や生活も

発展させなければなりません。

　以上から、本年における新年の決意は「展（てん）」で表します。

　本年も、昨年に引き続き、コロナ渦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。

　特にこれからは、新しい働き方として、テレワークやワーケーションなどの普及が一層進みそうです。それ

と同時に、対面での業務の大事さを改めて認識することになり、対面とリモートの複合がさらに進み、無駄

のない、効率的、効果的な業務の在り方が注目されることになるのではないでしょうか。

　そのためにも豊島区、板橋区、練馬区の多くの企業の皆様のご意見を昨年以上にいただきながら新たな

展開に繋げていく、これが重要であると考えているところです。
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ながら、強力に推進していく必要があると考えているところです。

　大島会長をはじめ、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、労働災害防止

対策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。

　末筆になりましたが、池袋労働基準協会の益々のご発展と働き方改革が会員企業を持続的かつ健全に

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、また皆様のご健勝、ご繁栄を心か

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4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。

　昨年、新年の決意を漢字一文字で「輪（りん）」で表しました。五輪の輪です。

　また、「輪（りん）」は、「わ」とも読みます。

着任早 、々新型コロナウイルス感染症に係る最初の緊急事態宣言が発動され、皆様とお会いすることが困

難となり、そのまま状況があまり変わらないまま年が明けてしまったので、「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。」といった思

いと、開催予定であった東京オリンピック・パラリンピックにかけて「輪」としたわけです。

　しかしながら、昨年も数回にわたる緊急事態宣言が発動されるなど、皆様と必ずしも十分にお会いする

機会を設けられたとは言えない状況が続きました。

　その中で、豊島区、板橋区、練馬区で事業を行っている方々のご意見を直接伺いたく、お邪魔させていた

だくなど、徐々にではありますが、できることも増えてきました。

　本年は、ウイズコロナ・アフターコロナ時代の幕開けとして、新型コロナウイルス感染症に打ち勝ち、事業

活動を展開する新しい年となります。我 も々これからの時代に合った必要な援助となる行政運営を行わな

ければならないと感じております。そのためには、新たな取組み、展開が必要であり、そして経済や生活も

発展させなければなりません。

　以上から、本年における新年の決意は「展（てん）」で表します。

　本年も、昨年に引き続き、コロナ渦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。

　特にこれからは、新しい働き方として、テレワークやワーケーションなどの普及が一層進みそうです。それ

と同時に、対面での業務の大事さを改めて認識することになり、対面とリモートの複合がさらに進み、無駄

のない、効率的、効果的な業務の在り方が注目されることになるのではないでしょうか。

　そのためにも豊島区、板橋区、練馬区の多くの企業の皆様のご意見を昨年以上にいただきながら新たな

展開に繋げていく、これが重要であると考えているところです。

　東京労働局（局長 辻田博）では、令和２年に管内の18 労働基準監督署（支署）が実施した定期監督等（※）の結果
について取りまとめましたので、公表します。

労働基準監督署では、労働条件をめぐる問題点を的確に把握しつつ、効果的な定期監督等を実施し、法違反などを確
認した場合は是正・改善を指導しています。また、重大・悪質な違反に対しては、送検手続をとるなど厳正に対処しま
す。
 ※ 定期監督等とは、各種の情報、労働災害の報告などを契機として、労働基準監督官が事業場に対して実施する検査
のことです。その際、労務管理や安全衛生の状況を確認し、法令違反などがあれば是正・改善を指導します。

【定期監督等の実施結果のポイント】
１　定期監督等の実施事業場数　　　：10,222事業場
　　このうち、7,740事業場（全体の75.7%）で労働基準関係法令違反あり。
２主な違反内容
　(1) 違法な時間外労働があったもの　：2,157事業場（21.1％）
　(2) 機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　：2,117事業場（20.7％）
　(3) 割増賃金不払があったもの　　　：1,752事業場（17.1％）

■ 東京都内の労働基準監督署における令和２年の定期監督等の実施結果
～７５．７％の事業場に法違反の改善指導を実施～

トピックス

この春 高校を卒業する若者の採用を ご検討ください！

　今春、豊島区・練馬区及び板橋区にある高等学校を卒業する就職希望者は令和３年１０月末日現在
５７６人で、このうち就職先が未だ決まっていない生徒は２０７人おり、このほか卒業目前に進路変
更で就職を目指すこととなる生徒もいるのが実情です（昨年度令和２年１２月末日現在の管内高等学
校就職未決定者は７２人）。
　現在、就職活動を継続している生徒は、事務・販売・サービスの職種を中心に「採用内定」を獲得
するため活動しているところです。
　企業の人事採用責任者のみなさまにおかれましては、未来の社会の担い手となる若者の採用につい
て、この機会に是非ご検討いただきますようお願い申し上げます。

【新規学卒者の求人活動にはルールがあります】
　○初めて高校新卒者用の求人申込を行う場合はハローワーク池袋にご相談ください。
　　詳しくご説明いたします。
　○オンラインでの求人申込が便利です（一部、条件が設定されています）。
　　また、ご来所・郵送・ファックスによる求人申込みが可能です。
　○高卒求人票（事業主控）の交付は、ご来所または郵送によります。
　○新規学卒者を対象とした求人申込に関するご質問ご相談をお待ちしています。

【求人者マイページを開設すると…】　＊令和2年１月～サービス開始
　○会社のパソコンから求人申込などのサービスがご利用いただけます。

意欲ある若者に チャレンジする機会を！
　　ハローワーク池袋本庁舎３２番窓口で相談等を行っています（土日祝日を除く）
　　ご質問ご相談は下記まで
☆お問い合わせ先：事業所第二部門　☎０３－３９８７－８６０９　３２♯



7

定期監督等
実施事業場数

(A）

労働基準関係法令違反が
あった事業場数

（B）

B/A
（％）

合計 10,222 7,740 75.7%

製造業 1,014 808 79.7%

鉱業 1 1 100.0%

建設業 4,477 3,325 74.3%

運輸交通業 352 266 75.6%

貨物取扱業 38 24 63.2%

農林業 8 7 87.5%

畜産・水産業 0 0 -

商業 1,480 1,181 79.8%

金融広告業 193 130 67.4%

映画・演劇業 52 44 84.6%

通信業 22 8 36.4%

教育研究業 272 191 70.2%

保健衛生業 302 229 75.8%

接客娯楽業 631 546 86.5%

清掃・と畜業 195 159 81.5%

官公署 0 0 -

その他の事業（注） 1,185 821 69.3%

（注）「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

表１　定期監督等実施事業場数

労働条件明示

（15条）

賃金不払
（23・24条）

労働時間
（32・40条）

休憩
（34条）

休日
（35条）

割増賃金
（37条）

就業規則
（89条）

賃金台帳
（108条）

1,091 525 2,157 272 168 1,752 941 1,242

安全衛生管理体制

（10～19条

（14条を除く））

作業主任者
（14条）

安全基準
（20～25条）

衛生基準
（20～25条）

特定元方事業者

・注文者

（30・31条）

定期自主検査

（45条）

作業環境測定

（65条）

健康診断
（66条）

848 300 2,117 238 672 136 82 663

表２　主な違反事項別事業場数

①労働基準法違反

②労働安全衛生法違反
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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

24·25日

3日

3月

2日

15·16日

10月

19·20日

11日

11月

中止

12月 1月8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

ベーシックセミナー2021第2回［オンデマンド配信］

ベーシックセミナー2021第3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」

「労災保険に係る最近の改正」（オンライン開催）

「労働・社会保険関係法令の改正（オンライン開催）

「36協定集中講座」（オンライン開催）

労務管理「労働基準監督署の最新送検同行」

5月4月 6月

15日

17日

23日

7月 9月 2月

3日

4日

2日

3月

2日

10月

8·15日

12日

21日

11月

29日

12月 1月8月

「事業所見学会のご案内」
　令和４年2月4日（金）「障害者雇用と安全教育を学ぶ」をテーマに、事業所見学会を実施いたします。
見学会の最後には、ヱビスビール記念館にも立ち寄ります。
　ご家族の方もご参加いただけますので、皆様、ぜひご参加ください。
　お申し込みなど詳しくは、同封のご案内又は当協会ホームページをご覧ください。

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。


