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令和４年度の重点課題
１　職場における感染防止対策等の推進
２　長時間労働の是正
３　労働条件の確保・改善対策
４　労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
５　労災保険給付の迅速・公正な処理

１　職場における感染防止対策等の推進
「取組の５つのポイント」や「職場における新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活用
した職場における感染防止対策について取組を推進します。
２　長時間労働の是正

（１）  生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業
者等の支援
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小規模
事業者に対して、当署の「労働時間改善指導・援助チーム」の
うち「労働時間相談・支援班」において、説明会の開催や中
小規模事業場への個別訪問により、改正労働基準法等の周知
や、テレワーク等の新しい働き方に対応した適切な労務管理の
支援等を行います。

（２）長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化等
長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のた

め、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月80時間を
超えていると考えられる事業場及び過重労働による過労死等
に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を引き続
き実施します。
また、過労死等の防止対策については、11月の「過労死等
防止啓発月間」に集中的な周知啓発を行います。

（３）年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進
年次有給休暇の取得促進に向けて、有給休暇の時季指定義
務の周知徹底や、時間単位年休の導入促進を行います。
３　労働条件の確保・改善対策

（１） 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等の実施

新型コロナウイルス感染症の影響による大量整理解雇等に
関する情報収集に努め、適切な労務管理がなされるよう啓発
指導を実施します。
企業倒産等に伴い賃金の支払を受けられなかった労働者救

済のため、未払賃金立替払制度を迅速かつ適正に運用します。
（２） 法定労働条件の確保等
管内の実情を踏まえつつ、基本的労働条件の枠組みと管理
体制の確立と定着を図るため、労働関係法令の遵守の徹底を図
り、重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め厳正に対処
します。

また、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置に関するガイドライン」の周知を徹底し、監督指導において
ガイドラインに基づく労働時間管理が行われているか確認し、
賃金不払残業については、その是正を指導します。

（３）特定の労働分野における労働条件確保対策の推進
外国人労働者、自動車運転者、障害者である労働者及び
介護労働者の法定労働条件を確保するため、関係機関とも
連携し、関係法令の周知を図るとともに、労働関係法令違反
の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施する等必要
な対策を行います。

（４）「労災かくし」の排除に係る対策の一層の推進
　「労災かくし」の排除を期すため、引き続き、監督署内の
担当部署間で連携を図りつつ事案の把握及び調査を行い、
「労災かくし」が明らかになった場合には、司法処分を含め
厳正に対処します。

４　労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
（１）労働災害の発生状況等に応じた労働災害防止対策 
令和４年度は第13次労働災害防止計画の最終年度であるこ

とから、管内の労働災害の発生状況のほか、法違反の状況等
を把握・分析するとともに、事業場に対しては監督指導を実施
する等必要な対策を行います。

（２）  高齢者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援
高年齢労働者が安心して働ける職場環境の実現に向け「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）を周知します。

（３）新たな化学物質規制の周知、石綿ばく露防止対策の徹底
建築物等の解体・改修作業に従事する労働者の石綿ばく露

を防止するため、令和２年７月改正の石綿障害予防規則に基
づき、建築物石綿含有建材調査者講習の受講勧奨、石綿事前
調査結果報告システムによる事前調査結果等の報告や石綿除
去作業時におけるばく露防止措置の徹底を図ります。アーク溶
接等作業で発生する溶接ヒュームのばく露防止対策をはじめ
改正特定化学物質障害予防規則の周知指導を行うとともに、
フィットテストの円滑な施行に向けた支援等を行います。
５　労災保険給付の迅速・公正な処理
労災保険給付の請求については、迅速な事務処理、認定基
準等に基づいた適正な認定に万全を期します。
特に過労死事案などは、認定基準等に基づき、迅速・公正

な事務処理を一層推進します。また、業務に起因して新型コロ
ナウイルス感染症に感染したと認められる場合は、労災保険給
付の対象となること等について周知を行います。また、窓口に
おいては、引き続き、丁寧な説明、請求人に対する処理状況
の連絡等を徹底します。

大垣労働基準監督署　令和４年度行政運営方針
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人間ドック・定期健診・特殊健診・環境測定技能講習・特別教育・労働保険事務組合のお申し込みは当協会へ

令和３年の休業４日以上の死傷者数（令和４年２月末集計）は、【表】のとおり430人（うち死亡者数5人）となっており、
前年同期と比べて死傷者数で59人の増加（15.9％）、死亡者数で２人の増加（66.7%）となっています。
業種別死傷者数の前年同期との比較は【グラフ１】のとおりです。

令和４年の休業４日以上の死傷者数は、令和４年２月末速報値で【表】のとおり47人（死亡者なし）となっており、前年
同期に比べて9人の増加（23.6％）となっています。業種別死傷者数の前年同期との比較は【グラフ】のとおりであり、商
業等の増加が目立ちます。依然、労働災害の増加傾向に歯止めがかかっておらず、労働災害防止対策の一層の強化徹底をお
願いします。

運送業
運送業の死傷者数は前年同期比10人（19.2％）減の42人となりました。事故の型は、墜落・転落災害及び転倒災害が各12件と

多く、次いで、動作の反動・無理な動作が10人でした。

令和３年の災害統計の確定値は本年４月に公表される予定です。

商業等
商業等の死傷者数は前年同期比33人（28.2％）増の150人となりました。このうち、小売業が前年の33人から55人に
増加しました。業種別に見ると、新聞販売業が前年の6人から11人に増加しています【グラフ４】。
また、社会福祉施設は、被災者36人のうち、新型コロナウイルス等の病原体による疾病が半数近くを占めています。

製造業
製造業の死傷者数は前年同期比37人（25.7％）増の181人と
なっています。特に化学工業は14人から30人、食料品製造業も
25人から47人と大幅に増加しています【グラフ２】。最も多い
災害は、挟まれ・巻き込まれ災害の59人です。８月に繊維工業
において、機械の清掃中に、カバーと機械本体の間に身体を挟
まれて低酸素脳症に至る災害が発生しました。

建設業
建設業の死傷者数は前年同期とほぼ同じ51人
となりました。このうち、建築工事業は前年の31
人から33人と2名増加しました。ただし、33名の
中には、新型コロナウイルスによる感染者も含ま
れており、それを除いた災害件数は減少していま
す。

【表】大垣署管内の休業４日以上の死傷者数（死亡者数は内数）

業種

令和３年 令和２年 増減数 増減率 (% )

死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者 死亡者

全産業 430 5 371 3 59 2 15.9 66.7
製 造 業 181 2 144 1 37 1 25.7 100.0
鉱 業 1 0 2 0 -1 0 -50.0 0
建 設 業 51 1 52 0 -1 1 -1.9 －
運 送 業 42 0 52 0 -10 0 -19.2 0
農林業等 5 0 4 0 1 0 25.0 0
商 業 等 150 2 117 2 33 0 28.2 0

【グラフ４：商業等】
業種別死傷者数の推移（2月末速報値の比較）
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【グラフ２：製造業】
業種別死傷者数の推移（2月末速報値の比較）
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【グラフ１：全産業】
業種別死傷者数の推移（2月末速報値の比較）
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【グラフ３：建設業】
業種別死傷者数の推移（2月末速報値の比較）
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令和３年大垣署管内の労働災害発生状況～令和４年２月末集計値～ ⼤垣労働基準監督署

令和４年大垣署管内の労働災害発生状況～令和４年２月末集計値～ ⼤垣労働基準監督署
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社内の安全衛生管理、安全衛生教育などの疑問は当協会へ

これまでに発生した主な災害は次のとおりです。
⑴　製造業の災害事例
１月に土石製品製造業で労働者がワイヤーロープのメンテナンス中、ワイヤーロープを巻き取りながら
ウィンチ部に油の塗布作業を行っていたところ、ワイヤーに違和感があって、確認しようと左手を差し出
したところ、はめていた手袋が誤ってウィンチ部に巻き込まれ、左手指を切断、骨折しました【図１】。作
業中に違和感を覚えた際は、一旦機械の運転を停止してから確認するようにしてください。
(2)　建設業の災害事例
１月に受電設備改修工事において、キュービクルの電線の養生をしようと、キュービクル脇に停めてあ
る４ｔ穴堀建柱車の上に脚立を立ててキュービクルに上がっていた際、脚立の下部が滑動し、労働者がバ
ランスを崩し約2.5ｍ下の地面に墜落し、胸部を骨折しました【図2】。安全に昇降するため、昇降設備の
設置場所、設置方法、滑動防止対策等を十分に検討し、また、現場の実情に応じ、墜落制止用器具を使
用してください。

一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、石綿の有無の事前調査結果等を電子システムで所轄労働基準
監督署に届け出ることが義務になります。報告が必要な工事は、①解体部分の床面積が80平米以上の建築物の解体工事②請
負金額が100万円以上の建築物の改修工事③請負金額が100万円以上の工作物の解体工事・改修工事の３つです。詳しくは、
「石綿総合情報ポータルサイト」をご覧ください。

シフト制により就業する労働者の労働紛争を防止するために、令和４年１月７日付けで、「いわゆる「シフト制」により就
業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」が発出されました。

留意事項のポイントについて
１　労働契約の締結における留意事項（労働条件通知書の記載について） 

（１）「始業及び終業の時刻」に関する事項 
労働契約の締結時点において、すでに始業及び終業時刻が確
定している日については、その日の始業及び終業時刻を明示し
なければなりませんので、労働条件通知書等には、単に「シフ
トによる」と記載するのでは足りず、労働日ごとの始業及び終
業時刻を明記するか、原則的な始業及び終業時刻を記載した上
で労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等をあ
わせて労働者に交付するなどの対応が必要となります。

（２）「休日」に関する事項 
労働契約の締結時に休日が定まっている場合は、これを明示

しなければなりません。また、具体的な曜日等が確定していな

い場合は、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明示しな
ければなりません。
２　就業規則に規定すべき留意事項
同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始
業及び終業の時刻や休日が異なる場合には、勤務態様、職種等
の別ごとに始業及び終業の時刻等を規定しなければなりません。
シフト制労働者に関して、就業規則上「個別の労働契約によ

る」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の
作成義務を果たしたことになりませんが、基本となる始業及び
終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約
で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支
えありません。

留意事項の全文については、「いわゆるシフト制　厚生労働省」で

【表】大垣署管内の休業４日以上の死傷者数（死亡者数は内数）

業種

令和 4 年 令和 3 年 増減数 増減率 (% )

死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者 死亡者

全産業 47 0 38 0 9 0 23.6 0

製 造 業 17 0 21 0 -4 0 -19.0 0

鉱 業 0 0 0 0 0 0 0 0

建 設 業 4 0 5 0 -1 0 -20.0 0

運 送 業 3 0 1 0 2 0 200.0 0

農林業等 0 0 0 0 0 0 0 0

商 業 等 23 0 11 0 12 0 109.0 0

【グラフ：全産業】
業種別死傷者数の推移（2月末速報値の比較）
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石綿障害予防規則の改正について～令和４年４月１日施行～

【図１：巻き込まれ災害】

【図２：墜落災害】

いわゆる「シフト制」の労働者を雇用する際の留意事項について ⼤垣労働基準監督署
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安全衛生旗などの用品、ポスター、図書の購入は当協会へ

⼤垣労働基準監督署長　中
なか

野
の

　正
まさ

樹
き

一般社団法人大垣労働基準協会並びに会員の皆様には、日頃から労働基準行政の推進につきま
して御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
本年４月１日付けで大垣労働基準監督署長に着任いたしました中野正樹です。大垣労働基準監
督署での勤務は平成20年度以来ですので、13年ぶりとなりますが、前任者同様、どうぞよろしく
お願い申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めて約２年が経ちましたが、依然として感染
の収束は見通せない状況でございます。しかしながら、このようなウィズコロナ時代であっても、

雇用維持と労働環境の整備、働き方改革の推進、労働災害の防止及び迅速・公正な労災補償については、事業者、労
働者のみならず社会全体の願いであります。その推進に全力を傾注する所存でございますので、引き続きご支援を賜
りますようお願い申し上げます。
最後に貴会並びに会員の皆様の益々のご発展を祈念申し上げ、着任のご挨拶とさせていただきます。

第三方面主任監督官　酒
さか

徳
とく

　あずさ
このたび、大垣労働基準監督署の
第三方面主任監督官を拝命しまし
た。大垣署での勤務は２回目となり
ます。出身地は三重県、趣味はテニ
スです。昨年度は岐阜署の第一方面
副主任監督官を務めていました。こ
れまでの経験を活かし、微力ではあ

りますが、一所懸命、業務に取り組んでいきたいと思い
ますので、前任者と同様、引き続き、温かい御支援、御
鞭撻を賜りますようよろしくお願いします。

安全衛生課長　橋
はし

本
もと

　康
やす

宏
ひろ

このたび安全衛生課長の拝命をし
ました。出身は愛知県です。登山が
趣味ですが最近は不要不急の外出を
控え里山も登っておりません。
大垣署では約20年前に１年半勤
務しておりそれ以来です。前任は多
治見労働基準監督署安全衛生課長で

す。災害防止施策の推進について、基準協会会員の皆様
のお力添えをいただきながら邁進する所存です。

大垣労働基準監督署新任幹部職員のご紹介 ⼤垣労働基準監督署

令和４年４月１日付人事異動のお知らせ ⼤垣労働基準監督署

１/21　南宮大社安全祈願　（会長、労基署長）
２/  4　メンタルヘルスセミナー（会場）
３/  8　2021年度第３回理事会
４/12　協会監査

４/14　2022年度第1回理事会
【専門部会】
３/24　化学部会　新旧役員引継ぎ
４/  8　岐阜県林材業労働災害防止大会

事務局・専門部会活動報告事務局・専門部会活動報告事務局・専門部会活動報告　　　⼤垣労働基準協会 ※�詳細は協会ホームページで掲載しています。セミナー等は写真、
資料等をあわせて掲載していますのでぜひご覧ください。

旧役職 新役職
役職等 氏　名 異動先役職 役職等 氏　名 異動前役職

署　長 宇都宮良三 退職 署　長 中野　正樹 岐阜労働局 健康安全課長

第三方面主任監督官 荒川　佳子 岐阜労働局
雇用環境均等室助成金係長 第三方面主任監督官 酒徳あずさ 岐阜署 第一方面副主任監督官

安全衛生課長 野田　一宏 岐阜労働局
雇用環境均等室労働紛争調整官 安全衛生課長 橋本　康宏 多治見署 安全衛生課長

労災認定調査官 井川　勝博 岐阜労働局 総務部労働保険徴収室
適用第二係長

労災課
労災給付調査官※ 筒井　俊幸 岐阜労働局 労災補償課長

補償係長 増田　翔士 岐阜署 労災第一課 補償係長 補償係長 青木　絵里 岐阜署 労災第二課 補償係長
第一方面 鈴木裕一朗 岐阜署　安全衛生課 第一方面 佐藤　⼤祐 愛知局 名古屋西署第三方面
第三方面 吉森　康祐 三重局　四日市署　第一方面 安全衛生課 梅田　真里 恵那署 監督・安衛課
安全衛生課
安全専門官※ 松野　泰彦 退職 第一方面 森本多香美 新規採用

第一方面 豊田　遼司 ⼤垣署第三方面（署内異動） 労災課 渡辺　桃果 新規採用

ハローワーク⼤垣
所長 髙橋　英治 岐阜労働局

職業安定課雇用保険監察官※
ハローワーク⼤垣 
所長 市岡　雄志 岐阜労働局総務部総務課長

※は再任用
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ＳＴＯＰ！ハラスメント　仕事の充実は明るい職場づくりから

⼤垣労働基準協会

これまで大企業だけが対象となっていた職場におけるパワーハラスメント防止対策が、本年４月より中小企業にも拡
大されています。職場におけるハラスメントの存在は、企業が個人の人権に関わるようなことを放置していることであ
り、人材の流出、地域での悪い評価に繋がっていく極めて大きな問題です。協会の窓口には、「どこからがハラスメン
ト？」といったご相談が多くありますが、個別事象や言葉だけで簡単に線を引けないところが難しいところです。
諸外国に比べると日本は「一つの会社に長く勤め続ける」ことが前提となっており、労働裁判の判例も仕事での能
力や実績だけを理由にした解雇には厳しい、「社員をクビにすることが難しい国」です。その一方で日本の裁判所は
「社員への指導・教育を幅広く認める」傾向が強くあります。つまり「長く会社で勤めてもらうために必要な教育指導
はあってしかるべき」ということです。　
ハラスメントと言われることを怖れるあまり、社員への指導教育があまりに遠慮したものとなることは、本末転倒
とも言えます。ハラスメントを考える上で重要なことは「指導教育のためにそのようなやり方や言葉が本当に必要な
のか？」ということです。人格を否定するような言葉、怒鳴り散らす、などは指導教育とは全く無縁のはずです。
具体的なハラスメント対策が未だ、という事業場においては少なくともまず次のことを行ってください。
　①　社長名で「わが社はハラスメント行為を許しません！」という宣言をすること
　②　社内に相談窓口を設け、相談に適正な対応を取れる体制を設けること
社内の体制整備のために、わからない点などありましたら協会事務局にご相談ください。また体制整備のためにす
ぐに活用できる、社内掲示用ポスター、ハラスメント防止規定例などがあります。詳しくは、大垣労働基準協会ホー
ムページ「労務・安全衛生お役立ち情報」→「急ぎましょう、職場のハラスメント対策」をご覧ください。

中小企業にもハラスメント防止対策が法律で義務付けられています！ ⼤垣労働基準協会

　４月は法制度の改正・施行
が行われる時季です。2022
年（令和４年）４月以降の、
労務管理関係の法規改正のス
ケジュールを一覧にまとめま
した。
　この改正により就業規則の
変更、労使協定の締結、会社
内での新たな制度づくり等の
対応が必要になります。対応
に当たってのモデル規程や資
料等もご提供できます。
　毎月第1・第３水曜日午
後、社会保険労務士による労
務相談を会員様対象に事務局
にて行っています。腰を据え
てゆっくりご相談できますの
で、ぜひご利用ください。

相談の窓相談の窓
＊今後の労働関係の法改正スケジュール
施行時期 内　　　　　　　　　　容 法　　　律

2022年  4月

有期労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和 育児介護休業法
育児休業取得の雇用環境整備・周知・意向確認の実施 育児介護休業法
パワハラ防止措置の義務化（中小企業含め全面施行） 労働施策総合推進法
101人以上企業の女性活躍の行動計画の作成・公表 女性活躍推進法
301人以上企業の女性活躍の行動計画作成・公表方法の変更 女性活躍推進法
年金手帳から基礎年金通知書への切り替え 年金制度改正法
60～ 64歳の在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ 年金制度改正法
65歳以上の在職老齢年金の毎年定時改定 年金制度改正法
年金受給の繰下げ上限年齢を 70歳から 75歳へ引き上げ 年金制度改正法
くるみん認定の基準改正とトライくるみんの創設 次世代育成法
安全運転管理者の運転者への酒気帯び確認と記録の保存 道路交通法施行規則

2022年10月

短時間労働者の社会保険の適用拡大（被保険者 101人以上） 健保法・厚年法
出生時育児休業の創設・育児休業の分割取得 育児介護休業法
育児休業中の社会保険料免除の要件の見直し 健保法・厚年法
安全運転管理者のアルコール検知器での酒気帯び確認 道路交通法施行規則

2023年  4月
中小企業も月 60時間超の時間外労働の割増賃金率 50％以上 労働基準法
1001人以上企業の育児休業の取得状況の公表 育児介護休業法

2024年  4月 建設業、自動車運転者、医師に時間外労働の上限規制が適用 労働基準法
2024年10月 短時間労働者の社会保険の適用拡大（被保険者 51人以上） 健保法・厚年法
2025年  4月 高年齢雇用継続給付の引き下げ（最大 15％から 10％に） 雇用保険法

2022年６月２日（木）　第７回定時総会、全国安全週間準備講習会2022年６月２日（木）　第７回定時総会、全国安全週間準備講習会
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今年の夏は猛暑予想💦熱中症対策の準備に、4月27日（水）「熱中症予防管理者講習」の受講を！

＊＊＊各種講習会のお知らせ【大垣地区開催分】＊＊＊
＊お問い合わせの際、ホームページもご利用下さい。（URL:https://www.ogakiroukikyo.com）
＊定員になり次第締め切ります。

＊申込先　　　（一社）大垣労働基準協会　　TEL 0584-73-2272　　FAX 0584-73-2257　
＊講習会場　　大垣市職業訓練センター　大垣市西大外羽1-226-1　他

講習名 開催日 講習名 開催日

熱中症予防管理者講習 ４月27日（水） フォークリフト運転技能講習
（学科）６月３日（金）
（実技）６月７日（火）～９日（木）、
　　　６月13日（月）～15日（水）

フルハーネス型墜落制止用器具
特別教育 ４月28日（木） フォークリフト運転技能講習 （学科）６月６日（月）

（実技）16日（木）、17日（金）、20日（月）

フォークリフト運転技能講習 （学科）５月９日（月）
（実技）５月10日（火）～12日（木） 一般建築物石綿含有建材調査者 ６月６日（月）～７日（火）

局所排気装置等定期自主検査者
養成講習 ５月16日（月）～18日（水） 騒音作業従事者労働衛生教育 ６月27日（月）

ガス溶接技能講習 ５月23日（月）～24日（火） 有機溶剤作業主任者技能講習 ６月28日（火）～29日（水）

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 ５月25日（水）～27日（金） 低圧電気取扱者特別教育 ７月４日（月）～５日（火）

アーク溶接作業従事者特別教育 ５月30日（月）～31日（火） 玉掛け技能講習 （学科）７月11日（月）～12日（火）
（実技）７月15日（金）

プレス機械作業主任者技能講習 ６月１日（水）～２日（木） 併合講習（玉掛け技能講習・クレーン
運転〈5t未満〉）

（学科）７月11日（月）～12日（火）
（実技）７月13日（水）～14日（木）

※受講案内・申込書はホームページから最新版をダウンロードしてご使用ください。
※新型コロナウイルス感染症の動向により、講習等の延期・中止をすることがあります。ホームページでご確認ください。

　令和4年3月22日から新サービスの「直接リクエス
ト」が始まりました。
　「直接リクエスト」とは、求人者マイページから求
職者情報検索を行い、自社求人に応募してほしい求職
者にマイページを通じて、応募を検討してほしい求人
の情報を直接送付できることです。
・�求職情報検索の対象に、新たにハローワークインター
ネットサービスを介して求職申込を行った方（オン
ライン登録者）も加わります。

・�「直接リクエスト」は、求人者マイページを開設し、応
募受付方法について「オンライン自主応募の受付」を
可とする有効中の求人について行うことができます。

【注意事項】
・�公開されている求職者情報は、求職者自身が公開内
容に責任を持って作成しており、ハローワークが確
認していない内容を含む場合があります。

・�「直接リクエスト」は、ハローワーク等の職業紹介を要
件とする助成金の対象とならない前提で行う必要があ
ります。

問い合わせ先は、ハローワーク大垣求人・企画部門
（0584-73-9296）まで

３月８日（火）に行いました大垣労働基準協会2021年度
第３回理事会において、2022年度の事業計画について議論・
検討を行いました。その中で「新はつらつ職場づくり宣言へ
の取組をさらに具体的に強化する必要がある」旨の方針が議
論されました。
現在岐阜県下７つの労基署管内で見てみると大垣管内の
宣言数は岐阜に次ぐ２位ではあるものの、岐阜地域との差
は大きく、中濃や恵那とほとんど差がないという状況です。
また、他地域との比較で見ると中小零細企業の宣言数が少な
いという傾向もあります。
現在この地域での宣言事業場数は117事業場となってい
ますが、大垣労働基準協会では、大垣労働基準監督署及びハ
ローワーク大垣と連携を図りながら「新年度からの２年間で
合計２００事業場」という具体的目標値を掲げて取組むこと
とします。
未だ宣言を行っていない事業場におかれましてはぜひと
も取組み頂くようお願い申し上げますとともに、すでに宣言
をされている事業場におかれましても、関連事業所、お取引
先などにもお声掛けいただきますようお願いいたします。

　2022年４月より中小企業もパワハラ防止法が全面適用とな
ります。新人教育や従業員の育成、コミュニケーションの取り
方が難しくなってきました。どの線を越えたらパワハラなのか
難しい反面、小さな子供でもわかる「自分がやられて嫌なこと
はやってはいけない」レベルの事案もまだまだあります。大人
になって忘れてしまうのでしょうか。また、コロナ禍で、人と人
とのふれあいがなくなり、意思疎通が難しく誤解を招くことから
ハラスメントに繋がることも多々あるかと思います。

　当協会では会員サービスの一環として第
1・3水曜日の13：30から嘱託社労士による
無料労務相談を行っております。親切・丁寧
にご指導いただけますので是非ご活用くだ
さい。（完全予約制・協会ホームページにて
日程をご確認ください。）
　皆さん、新年度、心機一転！パワハラ・コロナに負けずパワ
フルに乗り切りましょう。（う）
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ハローワークインターネットサービス

「直接リクエスト」「直接リクエスト」のご案内のご案内
新はつらつ職場づくり宣言の新はつらつ職場づくり宣言の
取組の輪をひろげましょう！取組の輪をひろげましょう！

ゼロ災つむりくん


