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大垣労働基準監督署長　宇都宮良三

明けましておめでとうございま
す。会員のみなさまに謹んで新年の
お慶びを申し上げます。
昨年４月大垣署着任以降、コロナ
ウイルス感染症の予防と的確な労
災補償の実施、働く者の安全と健康

の確保、長時間労働の抑制と働き方改革関連法の円滑な
施行を重点として９か月間行政を運営してきました。み
なさまには、行政運営に御理解と御協力をいただきまし
て、厚く御礼を申し上げます。
コロナウイルス感染症については、昨年は県下でも緊
急事態宣言が発令されるなど、一昨年に続き社会・経済
活動に大きな影響を受けた年でした。今後再拡大を防止
し、終息させるためにも、職場における感染拡大の防止
対策は引続き重要かと思います。
働く者の安全と健康の確保については、昨年は労働災
害が大幅に増加するなど、非常に厳しい結果となりまし
た。特に死亡災害については、墜落や挟まれによるもの
が多く、これらは放置できないリスクが明らかであり、防
止対策も十分可能であっただけに残念でした。高所や機
械の可動範囲に立入るなど危険な作業については、有効
な対策を実施することの重要性を改めて痛感しました。
また、長時間労働の抑制と働き方改革関連法の円滑な
施行については、時間外・休日労働が１か月80時間超な
どの過重労働事案を重点に、必要な対応をお願いし、オ
ンラインも活用した説明会を開催するなど支援に取組み
ました。長期的に労働力が不足する中、従業員の確保と
能力の発揮には働きやすい職場環境が大きなポイントに
なると思います。
今年は、ポストコロナ社会における企業活動を行う年
となりますが、監督署も基本はぶれないものの情勢に適
応した行政運営を行います。みなさまにはお願いするこ
とも多いと思いますが、全ての従業員が安全で安心して
働ける職場環境の確保・改善に御尽力いただきますよう
お願いします。
今年一年の無災害とみなさまの事業の発展を祈念し
て、年頭の御挨拶とします。

一般社団法人 大垣労働基準協会

会長　小川 信也　
新年明けましておめでとうござい

ます。会員のみなさまには健やかに新
春をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。昨年は、当会の運営に格別の
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
昨年は残念ながら、大垣労働基

準監督署管内の休業4日以上の労働災害は大幅な増加と
なりました。10月末日現在の集計で昨年比全産業では
18.5％増、製造業では34.0％増となっており、４名（昨
年３名）の方の尊い命が失われております。当会はこれ
までも労働災害の減少＝安全で働きやすい職場づくりを
最大の使命として取組んでまいりましたが、本年は大垣
労働基準監督署との連携をより強化しながら、災害減少
に向けて一層の取組を行います。
「働き方改革」への継続した取組も重要な課題です。
とりわけ、岐阜労働局独自の活動である「新はつらつ職
場づくり宣言」については、これまでも大垣労働基準監
督署、ハローワーク大垣と連携を図りながら、その取組
を呼びかけてきました。コロナ禍の今こそ、労使で働き
方を改善していくことはより一層必要であります。引き
続きセミナーの充実等により、会員事業場の働き方改革
をサポートしてまいります。
昨年もコロナウイルスの感染拡大防止が求められる１
年でございました。当協会の事業においても、緊急事態
宣言下では各種講習や部会会合などの中止・延期、会場
や開催方法の変更により会員のみなさまにご迷惑をおか
けしました。本年もセミナー等のオンライン配信との併用
など、感染防止を踏まえた事業運営を行ってまいります。
持続可能な社会の実現のため、政府の掲げる2050年
カーボンニュートラル、2030年CO2の46％削減目標を、
企業・地域で担っていくことが、大事な使命となってい
ます。トップ自らが、労働安全衛生活動とこれら削減目
標の達成に向けてその推進にお取組いただくことをお願
いしたいと思います。
本年が会員のみなさまにとって、災害のない明るい年
となりますことを心より祈念申し上げ、新年の挨拶とし
ます。

年頭のご挨拶
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昨年の令和３年10月末現在における休業４日以上の死傷者数は、速報値で【表】のとおり327人（うち死亡者数４
人）となっており、前年同期と比べて51人の増加（18.5％増）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。

製造業
製造業の死傷者数は前年同期比34人（34.0％）増
の134人となっています。特に化学工業は６人から
22人、食料品製造業も19人から33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41人
であり、８月に繊維工業において、綿の繊維の方向
をそろえる機械の清掃中に、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43人と
なりました。このうち、建築工事業は前年の26人か
ら30人と４名増加しました。そのうち、１名が建
築中の梁から墜落して死亡しました（９月号で既報
【グラフ３】）。

【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）
10月末速報値

の比較
業種

令和３年 令和２年 増減数

死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

全産業 327 4 276 3 51 1

製 造 業 134 2 100 1 34 1

鉱 業 0 0 2 0 -2 0

建 設 業 43 1 42 0 1 1

運 送 業 32 0 39 0 -7 0

農 林 業 等 5 0 4 0 1 0

商 業 等 113 1 89 2 24 -1

【グラフ２：製造業】
業種別死傷者数の推移（10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（10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（10月末速報値の比較）
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１　照度の基準
現在の事務所則第10条第１項において、事業者は、室の作業面の照度を作業の区分に応じて基準に適合させなけれ
ばならない（ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。）旨規定されています
が、以下①及び②のとおり改正されました。
①　作業を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」の２区分に変更すること。
②�　照度基準については「一般的な事務作業においては�300�ルクス以上」、「付随的な事務作業においては150�ルク
ス以上」とすること。

２　便所の設置基準
現在の事務所則17条第１項及び安衛則第628条第１項において、便所の設置基準が規定されていますが、同条につ
いて、便所を男性用と女性用に区別して設けることが原則であることを基本方針とし、以下①及び②のとおり改正さ
れました。
①�　同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独
立個室型の便所を設けることで�足りることとすること。
②�　男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男
性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したもの※として取り扱うことができるものとする。
※�男性用大便所若しくは女性用便所の便房の数又は男性用小便所の箇所数を算定する際に基準とする当該事業場に
おける同時に就業する労働者の数について、独立個室型の便所１個につき男女それぞれ10人ずつ減ずることがで
きることとすること。

３　救急用具
現在の安衛則第633条において事業者に備えることを求めている救急用具に関し、少なくとも備えなければならな
い品目を定めている安衛則第634条が削除されました。

４　施行期日等
公布日：令和３年12月１日、施行期日：公布日と同日（ただし、１については令和４年12月１日）

運送業
運送業の死傷者数は前年同期比７人（17.9％）減の32人となりました。事故の型は、墜落・転落災害、転倒災害及
び動作の反動・無理な動作がそれぞれ同数の８人でした。

昨年の災害統計の確定値は本年４月公表予定です。本年も引き続き労働災害防止のための取組をお願いします。

商業等
商業等の死傷者数は前年同期比24人（27.0％）増
の113人となりました。このうち、小売業が前年の
26人から38人に増加しました。業種別に見ると、新
聞販売業が前年の５人から10人に倍増しています。
社会福祉施設は、被災者30人のうち、細菌、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【グラフ４】。

【グラフ４：商業等】
業種別死傷者数の推移（10月末速報値の比較）
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労働基準法の改正により大企業においては１か月あたり60時間を超える時間外労働についての割増率は25％以上か
ら50％以上に引上げられていますが、適用猶予となっていた中小企業についても、2023年（令和５年）４月１日から、
50％の割増率で時間外手当を支払うことが義務付けられます。なお、労使協定により50％以上に引上げられた部分の
割増賃金の替わりに、有給の代替休暇を付与することもできます。
割増率の引上げは、事業者のみなさまにとって大幅な負担となります。間近に迫ったこの機に、「月60時間を超え
ることのない体制づくり」を目指していただきますようお願いいたします。時間外労働の上限規制により月80時間を
超えない労働時間を意識していただいているかと思いますが、月60時間についても上限ラインとして意識していただ
き、長時間労働の解消、健康で働きやすい職場づくりを目指していただきますようお願いします。

【中小企業事業者のみなさま】

賃金引上げを支援する「業務改善助成金」があります。事業場
内で最も低い賃金の引上げを図るための設備投資等について中小
企業事業者を支援する助成金です。詳しくは、「業務改善助成金」
で
また、賃金引上げでお悩みの方は「ぎふ働き方改革推進支援セ
ンター」の行う専⾨家による無料相談をご利用ください。

2023 年（令和５年）4 月から　すべての事業者において
月 60 時間超の時間外労働手当の割増率が 50％になります！　 大垣労働基準監督署

11月25日、岐阜労働局長、大垣労働基準監督署長は、時間
外労働の削減、休暇取得の推進について他の模範となる優れ
た実践を行っているベストプラクティス企業として「岐阜殖
産株式会社」様を訪問し、企業幹部及び女性労働者から、実
践の詳細等について対話を行いました。その詳細については
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】で紹介しております。ぜひご覧ください。

岐阜労働局長が、ベストプラクティス企業として 岐阜殖産株式会社様を訪問しました 

最低賃⾦の名称 最低賃⾦額 効⼒発⽣⽇

岐⾩県最低賃⾦ 時間額 ８８０円 令和３年10⽉1⽇

特定（産業別）最低賃⾦

電⼦部品・デバイス・電⼦回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業 時間額 ９０７円

令和３年12⽉21⽇
⾃動⾞・同附属品製造業 時間額 ９５１円

航空機・同附属品製造業 時間額 ９７１円 令和２年12⽉21⽇ ※額据置き

最低賃⾦が改正されました！ 大垣労働基準監督署
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連合会長表彰事業場に、日頃の取組についてインタビューしました！ 大垣労働基準協会事務局

　10月６日（水）大垣市情報工房にて令和３年度岐阜県安全衛生大会が開催さ
れ、県下全域から130名が参加、また多くの方にオンライン配信で参加いただ
きました。大会の模様の一部は協会ホームページから動画で見ることができま
すので、ぜひともご覧ください。
　当日は、安全衛生への取組の模範として、岐阜労働局長表彰、岐阜県労働基
準協会連合会長表彰の表彰式が行われました。西濃地域からは、神鋼造機株式
会社様、株式会社大垣共立銀行様、ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社様が日頃の安全
衛生管理活動の取組が評価され、連合会長表彰を受けました。
　今回、表彰された「神鋼造機株式会社」様をおたずねして、日頃の取組について笹木社長様はじめ、管理部の方か
らお話を聴いてまいりました。　
【神鋼造機のお仕事について】
　当社は、①自動車等輸送用機器を対象とする摩擦・摩耗に係る試験機械、②移動式クレーン用ウインチ及び各種減
速機等動力伝達装置③災害時等に使用される移動電源車を製造しています。製品の多くは「一品受注」であり、設計
から調達、製造まで「その都度異なる仕事」ということが多くを占めます。
【神鋼造機の安全衛生活動について】
　一品受注が多く、扱う物がその都度異なることから、安全教育もより実践的、具体
的な教育による意識向上に努めています。たとえば、フォークリフト技能審査会、ク
レーン競技大会、危険体感訓練、玉掛作業に係る重量目測訓練など実践重視を念頭に
した教育及び訓練を毎年開催しています。
　また、技能の向上・伝承が重要であることから、各種技能について各個人の「力量
表」を作成し、技能と安全スキルの向上・伝承を図っています。
【仕事量の変動にともなう労働時間対策】
　受注生産で仕事量の変動が生じるため、生産計画の段階で労働時間について十分に考慮するよう努めています。ま
た、休日振替や部⾨間応援、最繁忙時には一部で２交替制を導入する等平準化に努めています。
【地域企業として】
　神戸製鋼グループの一員でありつつも、当社は地域のご理解のおかげで創業71年を迎えることができたと感謝していま
す。各種地域活動には積極的に参加しておりますが、特に「大垣ミナモソフトボールクラブ」においての大垣労働基準協
会の小川会長はじめ地域のみなさんとの応援活動は、地域貢献というだけでなく、私たちの喜び・楽しみでもあります。

【大垣労働基準協会に望むこと】
　私たちでは思いつかないこと、知らないことを伝えてくれる機会を作ってくれること
を望みます。会員が相互にマネる・学ぶことにつながればよいのではないでしょうか。
【インタビューを終えて】
　お話を聴かせていただいて特に印象的だったのは「より実践的、より具体的な安全教
育」でした。たとえば重量目測訓練は「形状も重量も重心も違う物を扱う」玉掛作業者
のため、実践的で、かつ、各個人の安全意識向上にも非常に有効な取組だと感じました。

 各委員会・専門部会・事務局活動報告 各委員会・専門部会・事務局活動報告 各委員会・専門部会・事務局活動報告（９月～12月） ※�詳細は協会ホームページに掲載しています。研修会等の資料
や写真とあわせて掲載していますのでぜひご覧ください。

【委員会・事務局】 【専門部会】
10/  6　岐阜県産業安全衛生大会（会場・WEB）
11/26　労務管理セミナー（WEBのみ）
12/  2　年末年始無災害運動講習会（会場・WEB）
12/  6　第２回理事会、運営委員会

10/19、26、28　林災防 現場安全パトロール
11/  2　コンクリート部会　労働衛生研修会
11/10　化学部会　定例会
12/  3　採土部会　現場安全パトロール
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＊＊＊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
ガス溶接技能講習 １月11日（火）～12日（水） 動力プレス金型調整等特別教育 ２月22日（火）

玉掛技能講習 （学科）１月17日（月）～18日（火）
（実技）１月24日（月） 現場監督者・職長等安全衛生教育（製造業） ２月24日（木）～25日（金）

併合講習（玉掛け技能講習・クレーン
運転〈5t未満〉）

（学科）１月17日（月）～20日（木）
（実技）１月24日（月） 玉掛技能講習 （学科）２月28日（月）～３月１日（火）

（実技）３月４日（金）

粉じん作業特別教育 １月19日（水） 併合講習（玉掛け技能講習・クレーン
運転〈5t未満〉）

（学科）２月28日（月）～３月３日（木）
（実技）３月４日（金）

フルハーネス型墜落制止用器具特別
教育 １月20日（木） リスクアセスメント講習（製造業） ３月２日（水）

局所排気装置等定期自主検査者養成
講習 ２月１日（火）～３日（木） 有機溶剤作業主任者技能講習 ３月８日（火）～９日（水）

有機溶剤作業主任者能力向上教育 ２月７日（月） 特定化学物質・四アルキル鉛作業主任者
能力向上教育 ３月11日（金）

フォークリフト運転技能講習 （学科）２月10日（木）
（実技）２月14日（月）～16日（水） ※３月までの特定化学物質・四アルキル鉛作業主任者技能講習は全て申込多数により締切

※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。

「オンライン自主応募」とは
　「オンライン自主応募」は、ハローワークインターネット
サービスに掲載した求人に対して、求職者がハローワークを
介さずマイページを通じて直接応募することをいいます。

１．「オンライン自主応募」の設定方法
・�「オンライン自主応募」を行うには、事業所がマイページ
を開設する必要があります。

・「オンライン自主応募の受付」は、求人ごとに設定できます。

２．「オンライン自主応募」に関する注意点
・�「オンライン自主応募」は求職者の自主的な求職活動であ
り、ハローワークの職業紹介を介しない応募方法となりま
す。

・�求職者からの「オンライン自主応募」は、職業紹介に当た
らないため、ハローワークの職業紹介を要件とする特定求
職者雇用開発助成金等は対象となりません。

・�「オンライン自主応募」に伴って生じるトラブル等は当事
者同士で対応することになります。

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

　今回のコロナ禍では「密を避ける」ことが求められ、
その中で「これまでの仕事のやり方に無駄はないか」
が改めて問われました。制約の中で効率を失わない
ために、労使で働き方を見直すことはより重要です。
　また、働き手不足はこの先一層深刻な課題となり
ます。「新はつらつ職場づくり宣言」に取組まれる事
業者に宣言のきっかけを聴くと「働きやすさをアピー
ルしないと人は来てくれない」とのお答えがありま
す。各企業の働き方改革を広くアピールするための
ツールとして、「新はつらつ職場づくり宣言」を利用
してください！
　詳しくは岐阜労働局HP「新はつらつ職場づくり宣
言」

　無料労務相談担当の社会保険労務士の浅野です。
　毎月原則第1と第３水曜の午後に労務相談を承ってい
ます。労働時間や賃金、職場のトラブル、ハラスメン
ト等の労働法関係から社会保険や助成金など労務に関
すること全てに対応いたします。会員様は無料、秘密
厳守です。気軽に協会事務局へお問合わせください。

　昨年９月に事務局の一員となり 3か月、空回りで反省反省
の毎日、とはいえ自分が暮らす地域のために働けることに感
謝感謝の毎日でもあります。
　協会報みどりをこの新年号から、協会ホームページを昨年
秋からリニューアルしました。各種行事や部会活動報告など
の情報はそのつどホームページに掲載します。ホームページ

にこまめにアクセスしてください。
　協会のキャラクター「ゼロ災つむりく
ん」を作りました。私たち全員の目標「ゼ
ロ災害」を目指し地道に進みたいという思
いを込めました。今後、時折登場します。
可愛がってください。（よ）

事
務
局

事
務
局

編
集
後
記

編
集
後
記

ハローワークインターネットサービス

「オンライン自主応募」「オンライン自主応募」が始まりましたが始まりました

相談の窓相談の窓

コロナ禍の今こそ、
「新はつらつ職場づくり宣言」を！

ゼロ災つむりくん


