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　この度、4月１日付けの人事異動により、
池袋労働基準監督署に着任致しました白浜と申します。
　一般社団法人池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、日頃より、労働基準行政について、
格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　当署での勤務は初めてですが、一大商業地で交通の要所でもある副都心池袋を要する豊島
区、都内有数の工業集積地となっている板橋区、都内有数のベットタウンとなっている練馬
区と、それぞれ個性が異なる３区を管轄し、非常にバランスがとれた管内となっているなあ
という印象を持っています。
　また、管内には、仕事帰りにふらっと立ち寄ってみたくなるような、下町の風情を残した
い趣深い場所も点在しており、プライベートでの楽しみも増えそうです。
　これからの1年間、管内各区の地方公共団体の皆様とも、しっかり連携を図りながら、それ
ぞれの地区で事業を営まれている事業主の皆様と、そこで働いている労働者の皆様が、安心
・安全に働くことができるよう、微力ながら努力して参りますのでよろしくお願いいたしま
す。
　さて、東京労働局は、「誰もが安心して働き活躍するTOKYOへ」を令和４年度のスロー
ガンに掲げ、労働基準の分野においては、安全で健康に働くことができる環境づくりの推進
を基本方針として取り組んでいます。
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着 任 の ご 挨 拶

池袋労働基準監督署

署長　 　白浜 弘幸

当署においては、新型コロナウイルス感染症の職場における感染防止対策について推進する
とともに、東京労働局の方針を受けて、
　①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
　②中小企業等に対する改正労基法等の周知及び支援並びに新しい働き方に対応した労務管
　理の導入支援

　③死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進
　④石綿ばく露防止対策の推進
　⑤労災保険給付の迅速・適切な処理
を最重点課題とした取組を実施することとしています。

　　当署では、これらの課題に的確に対応し、行政サービスの向上に努めて参りますので、こ
れまでと変わらぬご支援、ご協力をお願い致します。

　　結びに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念致しまして、着任の挨拶とさ
せて頂きます。

　池袋労働基準監督署を離任し、4月1日付けで三田労働基準監督署に着任いたしました。令
和2年度、3年度の2年間、池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、池袋労働基準監督署の行
政の推進に格別なご理解とご協力をいただき心から感謝申し上げます。
　在任中は、コロナ禍であったことから、本来であれば会員の皆様のご協力をいただきなが
ら様々な取組を行うことができたところ、十分な取組を行うことができなかったことが非常
に残念でなりません。
　その中で、労働災害の撲滅、過重労働対策の推進、最低賃金の周知広報等を中心に取組を
展開してまいりました。そして、微小の足跡は残せたのではないかと思っております。
　令和4年度も引き続きこれらを中心に展開していく流れが続くと思われますが、それに加え
て感染症拡大防止を契機に広がり始めたテレワークやワーケーションといった新しい働き方
に対応した適切な労務管理の導入といった新しい流れも生じると思われます。
　今後は、池袋労働基準監督署在任の2年間で学んだことを活かして、新しい動きに対しても
適切に対応できるよう、精一杯頑張る所存でございます。
　また、新署長が引き継いで推進していくことにつきましても同様にご理解とご協力をいた
だきますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、池袋労働基準協会並びに会員の皆様の益々のご発展、ご繁栄を祈念
申し上げ、離任の挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。
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退 任 の ご 挨 拶

池袋労働基準監督署

前署長　 雨森 哲生



3

●令和４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

【池袋労働基準監督署　人事異動のお知らせ】（令和４年４月１日付け）

署長　　白浜　弘幸　新任

副署長(方面・安全衛生）  柳　多賀子　新任　

第一方面主任監督官　　藤目　雄一　新任

第二方面主任監督官　　江添　昌幸　新任

第三方面主任監督官　　後関　岳雄

第四方面主任監督官　　田母神 圭司

副署長（労災）　　　　　立山　俊昭

安全衛生課長　　　　　小関　　徹　新任

労災第一課長　　　　　宮澤　浩之　新任

労災第二課長　　　　　山﨑　　愛　新任

補償課長　　　　　　　石嶋 真理子　新任　

開催期間 会　場 所在地

６月２３日（木）～7月１１日（月）
   午前 ９:３０～午後 ４:３０

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

　令和４年度の労働保険年度更新手続きは、６月１日（水）から7月１1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。

～令和４年度の労働保険料率について～
　・労災保険料率の改定はありません。
　・雇用保険料率は令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更になり、10月か
　　ら労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になるなど、年度の途中から保
　　険料率が変更になりますのでご注意ください。
～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からのお知らせ
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　全国安全週間は、昭和３年に初めて実施され以来「人命尊重」という崇高な基本理念の下、
「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識高揚と安全活動の定着を
図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ今年で９５回目を迎えます。
　わが国における労働災害は長期的には減少しているものの、近年、就業人口の高齢化による高
年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛といった、労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に
増加していることから、労働災害全体の件数が再び増加に転じている状況となっています。さら
に、死亡災害も令和３年は増加に転じるなど予断を許さない状況にあります。
　このような状況において労働災害を減少させるためには、事業者・労働者双方が労働災害防止
のための基本ルールを徹底し、またそれらを遵守・実行するための時間的・人員的に余裕を持っ
た業務体制を構築することが重要です。
　つきましては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にも留意しつつ、更なる労働災害の
減少が図られるよう、関係各界での安全意識の高揚と安全活動の定着のため、「令和４年度全国
安全週間実施要綱」に基づき、上記スローガンの下、下記事項にご留意の上、積極的に安全衛生
管理に取り組んでいただきますようお願いいたします。

記

（１）全国安全週間準備期間においては「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
　　　等を活用して、労働災害防止のための総点検の実施を行うこと。
（２）安全大会等においての経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及
　　　び安全意識の高揚を図ること。

令和４年度全国安全週間実施要綱（抄）

１ 実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項

　　安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を
　実施する。実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にも留意する。
　⑴ 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全　
　　 意識の高揚
　⑵ 安全パトロールによる職場の総点検の実施
　⑶ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等
　⑷ を通じた自社の安全活動等の社会への発信
　　 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の
　　 呼びかけ

⑸ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
⑹ 「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施

２ 実施者が継続的に実施する事項

　全国安全週間における取組をより効果的にするためにも、事業者は、準備期間及び全国安全週
間以外についても、以下の事項を継続的に実施する。
⑴ 安全衛生活動の推進
　 ①  安全衛生管理体制の確立
　 ②  安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
　 ③  自主的な安全衛生活動の促進
　 ④  リスクアセスメントの実施
　 ⑤  その他の取組
⑵ 業種の特性に応じた労働災害防止対策
　 ①  小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
　 ②  陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
　 ③  建設業における労働災害防止対策
　 ア　一般的事項
　　（ア）足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用、改正され
　　　　　た法令に基づくフルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用
　　（イ）職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施
　　（ウ）元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施
　　（エ）建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保
　　（オ）輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な
　　　　　実施
　　（カ）一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接
　　　　　工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置
　 イ　自然災害からの復旧・復興工事における労働災害防止対策
　 ④  製造業における労働災害防止対策
　 ア　機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施
　 イ　機能安全を活用した機械設備安全対策の推進
　 ウ　作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施
　 エ　高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施
　 オ　製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リスクアセスメン
　 　　トの共通化手法」の活用等による、自主的なリスクアセスメントの実施
　 ⑤  林業の労働災害防止対策
　 ア　チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適切な作
　　　 業方法の実施
　 イ　木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保
⑶ 業種横断的な労働災害防止対策
　 ①  高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策
　 ②  転倒災害防止対策（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト）
　 ③  交通労働災害防止対策
　 ④  熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

令和４年度 全国安全週間の実施について
本週間　　令和４年７月１日～７月７日　
準備期間　令和４年６月１日～６月３０日

　スローガン
「安全は　急がず焦らず怠らず」

池袋労働基準監督署長  白浜弘幸
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図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ今年で９５回目を迎えます。
　わが国における労働災害は長期的には減少しているものの、近年、就業人口の高齢化による高
年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛といった、労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に
増加していることから、労働災害全体の件数が再び増加に転じている状況となっています。さら
に、死亡災害も令和３年は増加に転じるなど予断を許さない状況にあります。
　このような状況において労働災害を減少させるためには、事業者・労働者双方が労働災害防止
のための基本ルールを徹底し、またそれらを遵守・実行するための時間的・人員的に余裕を持っ
た業務体制を構築することが重要です。
　つきましては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にも留意しつつ、更なる労働災害の
減少が図られるよう、関係各界での安全意識の高揚と安全活動の定着のため、「令和４年度全国
安全週間実施要綱」に基づき、上記スローガンの下、下記事項にご留意の上、積極的に安全衛生
管理に取り組んでいただきますようお願いいたします。

記

（１）全国安全週間準備期間においては「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
　　　等を活用して、労働災害防止のための総点検の実施を行うこと。
（２）安全大会等においての経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及
　　　び安全意識の高揚を図ること。

令和４年度全国安全週間実施要綱（抄）

１ 実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項

　　安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を
　実施する。実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にも留意する。
　⑴ 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全　
　　 意識の高揚
　⑵ 安全パトロールによる職場の総点検の実施
　⑶ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等
　⑷ を通じた自社の安全活動等の社会への発信
　　 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の
　　 呼びかけ

⑸ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
⑹ 「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施

２ 実施者が継続的に実施する事項

　全国安全週間における取組をより効果的にするためにも、事業者は、準備期間及び全国安全週
間以外についても、以下の事項を継続的に実施する。
⑴ 安全衛生活動の推進
　 ①  安全衛生管理体制の確立
　 ②  安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
　 ③  自主的な安全衛生活動の促進
　 ④  リスクアセスメントの実施
　 ⑤  その他の取組
⑵ 業種の特性に応じた労働災害防止対策
　 ①  小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
　 ②  陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
　 ③  建設業における労働災害防止対策
　 ア　一般的事項
　　（ア）足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用、改正され
　　　　　た法令に基づくフルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用
　　（イ）職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施
　　（ウ）元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施
　　（エ）建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保
　　（オ）輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な
　　　　　実施
　　（カ）一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接
　　　　　工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置
　 イ　自然災害からの復旧・復興工事における労働災害防止対策
　 ④  製造業における労働災害防止対策
　 ア　機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施
　 イ　機能安全を活用した機械設備安全対策の推進
　 ウ　作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施
　 エ　高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施
　 オ　製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リスクアセスメン
　 　　トの共通化手法」の活用等による、自主的なリスクアセスメントの実施
　 ⑤  林業の労働災害防止対策
　 ア　チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適切な作
　　　 業方法の実施
　 イ　木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保
⑶ 業種横断的な労働災害防止対策
　 ①  高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策
　 ②  転倒災害防止対策（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト）
　 ③  交通労働災害防止対策
　 ④  熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）
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（※３）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び
率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

令和４年度 業務改善助成金
（通常コース）のご案内

○ 助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。

（※1）

（※2）

（※1）

コース区分
引上

げ額

引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

30円コース 30円
以上

１人 ３０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内

・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金
900円未満】
４／５

生産性要件を
満たした場合は
９／１０

【事業場内最低賃金
900円以上】
３／４

生産性要件を
満たした場合は

４／５

２～３人 ５０万円
４～６人 ７０万円
７人以上 １００万円
10人以上 １２０万円

45円コース 45円
以上

１人 ４５万円
２～３人 ７０万円
４～６人 １００万円
７人以上 １５０万円
10人以上 １８０万円

60円コース 60円
以上

１人 ６０万円
２～３人 ９０万円
４～６人 １５０万円
７人以上 ２３０万円
10人以上 ３００万円

90円コース 90円
以上

１人 ９０万円
２～３人 １５０万円
４～６人 ２７０万円
７人以上 ４５０万円
10人以上 ６００万円

（※３）

（※３）

（※１）10人以上の上限額区分は、以下の①叉は②のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件︓事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件︓売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、

30％以上減少している事業者

（※1）

（※1）

（※1）

（※1）

『業務改善助成金（通常コース）』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い
賃金（事業場内最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）
などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

業務改善助成金 検索詳しくはHPをご覧ください︕

※申請期限︓令和５年１月31日
概 要

賃金引上げ
設備投資等に要した
費用の一部を助成設備投資等

（※２）対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち､事業場内最低賃金が900円未満の事業場です｡（令和４年４月現在）

（※2）

（※2）



　この度、4月１日付けの人事異動により、
池袋労働基準監督署に着任致しました白浜と申します。
　一般社団法人池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、日頃より、労働基準行政について、
格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　当署での勤務は初めてですが、一大商業地で交通の要所でもある副都心池袋を要する豊島
区、都内有数の工業集積地となっている板橋区、都内有数のベットタウンとなっている練馬
区と、それぞれ個性が異なる３区を管轄し、非常にバランスがとれた管内となっているなあ
という印象を持っています。
　また、管内には、仕事帰りにふらっと立ち寄ってみたくなるような、下町の風情を残した
い趣深い場所も点在しており、プライベートでの楽しみも増えそうです。
　これからの1年間、管内各区の地方公共団体の皆様とも、しっかり連携を図りながら、それ
ぞれの地区で事業を営まれている事業主の皆様と、そこで働いている労働者の皆様が、安心
・安全に働くことができるよう、微力ながら努力して参りますのでよろしくお願いいたしま
す。
　さて、東京労働局は、「誰もが安心して働き活躍するTOKYOへ」を令和４年度のスロー
ガンに掲げ、労働基準の分野においては、安全で健康に働くことができる環境づくりの推進
を基本方針として取り組んでいます。

当署においては、新型コロナウイルス感染症の職場における感染防止対策について推進する
とともに、東京労働局の方針を受けて、
　①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
　②中小企業等に対する改正労基法等の周知及び支援並びに新しい働き方に対応した労務管
　理の導入支援

　③死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進
　④石綿ばく露防止対策の推進
　⑤労災保険給付の迅速・適切な処理
を最重点課題とした取組を実施することとしています。

　　当署では、これらの課題に的確に対応し、行政サービスの向上に努めて参りますので、こ
れまでと変わらぬご支援、ご協力をお願い致します。

　　結びに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念致しまして、着任の挨拶とさ
せて頂きます。

　池袋労働基準監督署を離任し、4月1日付けで三田労働基準監督署に着任いたしました。令
和2年度、3年度の2年間、池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、池袋労働基準監督署の行
政の推進に格別なご理解とご協力をいただき心から感謝申し上げます。
　在任中は、コロナ禍であったことから、本来であれば会員の皆様のご協力をいただきなが
ら様々な取組を行うことができたところ、十分な取組を行うことができなかったことが非常
に残念でなりません。
　その中で、労働災害の撲滅、過重労働対策の推進、最低賃金の周知広報等を中心に取組を
展開してまいりました。そして、微小の足跡は残せたのではないかと思っております。
　令和4年度も引き続きこれらを中心に展開していく流れが続くと思われますが、それに加え
て感染症拡大防止を契機に広がり始めたテレワークやワーケーションといった新しい働き方
に対応した適切な労務管理の導入といった新しい流れも生じると思われます。
　今後は、池袋労働基準監督署在任の2年間で学んだことを活かして、新しい動きに対しても
適切に対応できるよう、精一杯頑張る所存でございます。
　また、新署長が引き継いで推進していくことにつきましても同様にご理解とご協力をいた
だきますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、池袋労働基準協会並びに会員の皆様の益々のご発展、ご繁栄を祈念
申し上げ、離任の挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。
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ハローワーク池袋だより



　この度、4月１日付けの人事異動により、
池袋労働基準監督署に着任致しました白浜と申します。
　一般社団法人池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、日頃より、労働基準行政について、
格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　当署での勤務は初めてですが、一大商業地で交通の要所でもある副都心池袋を要する豊島
区、都内有数の工業集積地となっている板橋区、都内有数のベットタウンとなっている練馬
区と、それぞれ個性が異なる３区を管轄し、非常にバランスがとれた管内となっているなあ
という印象を持っています。
　また、管内には、仕事帰りにふらっと立ち寄ってみたくなるような、下町の風情を残した
い趣深い場所も点在しており、プライベートでの楽しみも増えそうです。
　これからの1年間、管内各区の地方公共団体の皆様とも、しっかり連携を図りながら、それ
ぞれの地区で事業を営まれている事業主の皆様と、そこで働いている労働者の皆様が、安心
・安全に働くことができるよう、微力ながら努力して参りますのでよろしくお願いいたしま
す。
　さて、東京労働局は、「誰もが安心して働き活躍するTOKYOへ」を令和４年度のスロー
ガンに掲げ、労働基準の分野においては、安全で健康に働くことができる環境づくりの推進
を基本方針として取り組んでいます。
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当署においては、新型コロナウイルス感染症の職場における感染防止対策について推進する
とともに、東京労働局の方針を受けて、
　①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
　②中小企業等に対する改正労基法等の周知及び支援並びに新しい働き方に対応した労務管
　理の導入支援

　③死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進
　④石綿ばく露防止対策の推進
　⑤労災保険給付の迅速・適切な処理
を最重点課題とした取組を実施することとしています。

　　当署では、これらの課題に的確に対応し、行政サービスの向上に努めて参りますので、こ
れまでと変わらぬご支援、ご協力をお願い致します。

　　結びに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念致しまして、着任の挨拶とさ
せて頂きます。

　池袋労働基準監督署を離任し、4月1日付けで三田労働基準監督署に着任いたしました。令
和2年度、3年度の2年間、池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、池袋労働基準監督署の行
政の推進に格別なご理解とご協力をいただき心から感謝申し上げます。
　在任中は、コロナ禍であったことから、本来であれば会員の皆様のご協力をいただきなが
ら様々な取組を行うことができたところ、十分な取組を行うことができなかったことが非常
に残念でなりません。
　その中で、労働災害の撲滅、過重労働対策の推進、最低賃金の周知広報等を中心に取組を
展開してまいりました。そして、微小の足跡は残せたのではないかと思っております。
　令和4年度も引き続きこれらを中心に展開していく流れが続くと思われますが、それに加え
て感染症拡大防止を契機に広がり始めたテレワークやワーケーションといった新しい働き方
に対応した適切な労務管理の導入といった新しい流れも生じると思われます。
　今後は、池袋労働基準監督署在任の2年間で学んだことを活かして、新しい動きに対しても
適切に対応できるよう、精一杯頑張る所存でございます。
　また、新署長が引き継いで推進していくことにつきましても同様にご理解とご協力をいた
だきますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、池袋労働基準協会並びに会員の皆様の益々のご発展、ご繁栄を祈念
申し上げ、離任の挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。

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。

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。

令和４年度定時総会のご案内
令和 4年度定時総会を下記により開催いたします。

開催通知、議案書と、ご出欠、委任状等をご記入いただく返信用ハガキを同封いた

しましたので、6月7日(火)までにご回報いただきますようお願い申し上げます。

　　開催日時　令和４年６月１７日（金）午後４時～

　　会　　場　リビエラ東京

　　議　　題　令和 3年度財務諸表及び監査報告承認の件

　　報　　告　令和 3年度事業報告　令和 4年度事業計画　その他

　　懇親会　午後５時３０分～

　　会　　費　10,000 円

※懇親会につきましては、新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合

があります。

＜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

労働保険　年度更新事務説明会

ベーシックセミナー２０２２第１回

5月

18日

締切

締切

4月

11日

6月

6日

23·24日

13日

7月

13日

9月

9日

15·16日

2月

20·21日

8日

3月

予定

14·15日

10月

19·20日

12日

11月

15日

12月 1月8月

令和４年（2022年）度講習会等実施報告及び計画（予定）


