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みなと みた
一般社団法人 三田労働基準協会報

　当協会の講習会案内を、メールで受け取ることが可能になりました。ご活
用いただきますようご案内いたします。配信をご希望の方は、下記メールア
ドレスに、「配信を希望する」旨とともに、①「会社名」②「会社所在地」③「電
話及びFAX番号」④「今後も郵送による案内ご希望の有無」、をご記入の上、
メールをお送りください。

最新の講習会情報メール配信のご案内最新の講習会情報メール配信のご案内

mitakoshukai@mita-roukikyo.or.jp（講習会用）

労働行政ニュース ● 2～11
平成29年度 年末年始無災害運動／三田労働基準監督署管内の労働災害の推移／11
月は「過重労働解消キャンペーン」期間です／労働時間等見直しガイドライン（労働
時間等設定改善指針）／東京都最低賃金改正のお知らせ／職場のメンタルヘルスシ
ンポジウム／「平成29年版過労死等防止対策白書」が公表されました／11月は「労働
保険適用促進強化期間」です 厚生労働省／東京労働局／三田労働基準監督署

ハローワークしながわインフォメーション ● 12～13
最近の雇用失業情勢／その募集・採用 年齢にこだわっていませんか？

協会だより ● 14～16
平成29年度 港地区健康と安全推進大会／創立70周年記念式典・平成30年新年賀
詞交歓会のご案内／講習会等のご案内／新入会員のご紹介
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平成29年度　年末年始無災害運動
異常なし！　ダブルチェックで念入りに　年末年始もゼロ災害
１　趣　　旨
　年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、事業
場等の取組促進を図る趣旨で、昭和46年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本
年で47回目を迎える。
　わが国の労働災害は、長期的には減少傾向をたどり、平成28年は死亡者数が過去最少となったものの、死傷者数
は前年を上回った。また平成29年上期も、死亡者数は前年同期比1.2％減となったが、死傷者数は同1.3％増で推移
している。特に、陸上貨物運送事業は死亡災害、死傷災害とも前年同期を上回り、第三次産業での死傷災害も依然
として増加傾向にある。
　この背景には、非正規労働者など現場経験の浅い労働者の増加、高年齢労働者の増加などに加え、長時間の労働、
若者を中心とした危険感受性の低下、さらには機械設備の老朽化など、多様な事象があると考えられている。
　一方、健康面では、義務化されたストレスチェックの実施と効果的な運用によるメンタルヘルス対策の強化、化
学物質のリスクアセスメントの実施、腰痛予防対策や熱中症予防対策の充実などに対して、より適切な対応が必要
となっている。
　職場の安全と健康を確保するためには、経営者、労働者双方が改めて安全衛生意識を高め、経営トップの強い決
意のもとで安全衛生活動の総点検を行い、安全衛生管理体制の見直し、安全衛生教育の徹底を図ることが必要である。
　とりわけ、年末年始は慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検・始動等の作業が多くなるほか、積雪や凍
結による転倒等の危険が増す。また、日ごろ行っている確認作業が不十分になったり、怠ったりすることでミスや
事故が生じる可能性が高まる。各事業場、職場においては、作業前点検の実施、作業手順や交通ルールの遵守、非
定常作業における安全確認の徹底、保護具等の点検の実施、転倒等への注意、労働者の健康状態の確認などに努め
ることが普段にも増して重要となる。
　このような状況を踏まえ、本年度の年末年始無災害運動は、「異常なし！　ダブルチェックで念入りに　年末年始
もゼロ災害」を標語として展開することとする。
２　実施期間　平成29年12月15日から平成30年１月15日まで
３　主　唱　者　中央労働災害防止協会
４　後　　援　厚生労働省
５　実　施　者　各事業場
６　主唱者の実施事項　⑴　機関誌、ホームページ等を通じての広報　　⑵　報道機関等を通じての周知
　　　　　　　　　　　⑶　リーフレット等の制作および配布　　　　　⑷　小冊子、ポスター、のぼり等の頒布
７　事業場の実施事項

⑴　経営トップによる安全衛生方針の決意表明
⑵　リスクアセスメントおよび労働安全衛生マネジメントシステムの導入・定着
⑶　ストレスチェック結果等を活用したメンタルヘルス対策・過重労働対策の推進
⑷　KY（危険予知）活動を活用した非定常作業における労働災害防止対策の徹底
⑸　機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施
⑹　火気の点検、確認等火気管理の徹底
⑺　安全保護具・労働衛生保護具の点検と整備
⑻　はさまれ・巻き込まれ災害の防止対策の徹底
⑼　交通労働災害防止対策の推進
⑽　安全衛生パトロールの実施
⑾　化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物質管理の徹底
⑿　年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底
⒀　年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
⒁　転倒防止、腰痛予防、受動喫煙防止の対策の推進
⒂　健康的な生活習慣（睡眠、飲酒）に関する健康指導の実施
⒃　インフルエンザ等感染症予防対策の徹底
⒄　自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働災害防止対策
⒅　安全衛生旗の掲揚および年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示
⒆　その他安全衛生意識高揚のための活動の実施
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三田労働基準監督署管内の労働災害の推移三田労働基準監督署管内の労働災害の推移
（労働者死傷病報告等による）
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１　死亡災害の推移

２　休業災害の推移（死亡＋休業４日以上）
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9月末現在の
速報値です。
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［労働行政ニュース］
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［労働行政ニュース］
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労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針）、
育児・介護休業指針が改正され、

平成２９年１０月１日から適用されています

（１）労働時間等見直しガイドラインの改正点

（２）育児・介護休業指針の改正点

厚生労働省・都道府県労働局

ポイント①
「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学
校休業日や地域のイベント等に合わせて年
次有給休暇を取得できるよう配慮すること」
が盛り込まれました。

ポイント②
「公民権の行使又は公の職務の執行をする
労働者について、公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行する労働者のための
休暇制度等を設けることについて検討する
こと」が盛り込まれました。

ポイント③
「仕事と生活の調和や、労働者が転職により
不利にならないようにする観点から、雇入れ
後初めて年次有給休暇を付与するまでの継
続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇
の最大付与日数に達するまでの継続勤務
期間を短縮すること等について、事業場の
実情を踏まえ検討すること」が盛り込まれま
した。

労働基準法上、年次有給休暇は、入社６か月
後に付与され（８割以上の出勤要件あり。）、そ
の日から起算して６年後に最大付与日数となり
ますが、事業主の皆様には、仕事と生活の調和
や、労働者が転職により不利にならないように
する観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇
を付与するまでの継続勤務期間や年次有給休
暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期
間を短縮すること等について検討をお願いしま
す。

事業主の皆様には、公民権の行使又は公の
職務の執行をする労働者のための休暇制度等
を設けることについて検討をお願いします。
また、労働者が裁判員として刑事裁判に参画

することは「公の職務の執行」に当たり、裁判員
法第100条により、労働者が裁判員としての職
務を行うため休暇を取得したこと等により、解雇
その他不利益な取扱いをすることは禁止されて
います。

事業主の皆様には、子どもの学校休業日や
地域のお祭り、イベント等に合わせて労働者が
年次有給休暇を取得できるよう配慮をお願いし
ます。
また、平成30年４月から、キッズウィークがス

タートします。分散化された子どもの学校休業
日に合わせて子供たちの親を含め、労働者が
年次有給休暇を取得できるようお願いします。

そ
の
た
め

「子の看護休暇及び介護休暇について、労
使協定の締結をする場合であっても、事業
所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、
当該事業主に引き続き雇用された期間が短
い労働者であっても、一定の日数について
は、子の看護休暇及び介護休暇の取得が
できるようにすることが望ましいものであるこ
とに配慮すること」が盛り込まれました。

育児・介護休業法上、子の看護休暇及び介護
休暇は、労使協定を締結することにより入社６
か月未満の労働者を除外することができますが、
事業主の皆様には、労使協定を締結する場合
であっても、入社６か月未満の労働者が一定の
日数を取得できるようにすることが望ましいもの
であることに配慮をお願いします。

今般、キッズウィーク（地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組）
への対応や、労働者が裁判員として刑事裁判に参画しやすくするとともに、平成29年６月９日に閣議決定
された「規制改革実施計画」で示された転職しても転職が不利にならない仕組みをつくるため、労働時間
等見直しガイドライン及び育児・介護休業指針が改正されました。

そ
の
た
め

そ
の
た
め

そ
の
た
め

注） 裁判員休暇について、既に導入している企業の事例をみるこ
とができます（次頁参照）。
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［労働行政ニュース］

労働時間等見直しガイドライン（下線部分が新たに加わったところ）

２ 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置
（１） 事業主が講ずべき一般的な措置

イ・ロ （略）
ハ 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

（略）
また、仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、労働基準法第39

条第１項及び第３項に規定する雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮する
こと、同条第２項及び第３項に規定する年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短
縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること。

さらに、地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休
暇を取得できるよう配慮すること。

ニ～ト （略）
（２） 特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置

イ～ハ （略）
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者

事業主は、労働基準法第７条において、労働者が公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する
ために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないこととされていることを踏まえ、公民として
の権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること。

なお、労働者が裁判員の職務を行う場合については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成16
年法律第63号）第100条において、労働者が当該職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解
雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされていることに留意すること。

ホ～チ （略）
注） 労働時間等見直しガイドライン全文、詳細については、

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#HID1）をご覧ください。

労働時間等見直しガイドライン、育児・介護休業指針の改正については、

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）まで

「労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針）」とは、労働時間等設定改善法第４条第１
項の規定に基づく指針であり、事業主等が労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必
要な事項について定めたものです。

また、「育児・介護休業指針」とは、育児・介護休業法第28条の規定に基づく指針であり、子の養育又
は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする
ために事業主が講ずべき措置等について定めたものです。

●裁判員休暇をはじめ、法定休暇以外の休暇制度の企業事例をみることができます。

１ 「働き方・休み方改善ポータルサイト」
（ｈttp://work-holiday.mhlw.go.jp/）を開
き、「事例検索画面」を表示する。

２ 「特別な休暇制度導入事例」をクリッ
クすると、「特別な休暇制度導入事例画
面」が開く。

３ 「導入している休暇制度」をクリック
して出てくる休暇制度ボックスにチェッ
クし、「検索」すると事例を見れる。

育児・介護休業指針（下線部分が新たに加わったところ）

第二 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
一 （略）
二 法第十六条の二の規定による子の看護休暇及び法第十六条の五の規定による介護休暇に関する事項
(一) 子の看護休暇及び介護休暇については、労働者がこれを容易に取得できるようにするため、あらかじめ

制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。また、法第十六条の三第二項及び
第十六条の六第二項の規定により、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担
との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数について
は、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること。

(二)～(三) （略）
注） 育児・介護休業指針全文、詳細については、

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html）をご覧ください。
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東京都最低賃金改正のお知らせ
　東京都最低賃金（地域別最低賃金）は、東京労働局長の決定を経て本年10月１日から時間額958円に改正

されました。

　東京労働局では、引き続き改正後の東京都最低賃金額の周知徹底に取り組むとともに、都内各労働基準監

督署において監督指導を実施する等により、履行確保を図ることとしています。

　最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、以下の助成金制度を設けています。

⑴　業務改善助成金

　�　事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、生産性向上のための設備・機

器等の導入経費（業務改善経費）の一部を助成するもの。

⑵　キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

　�　有期契約労働者の基本給の賃金規定等を２％以上増額改定し、昇給させた場合等に助成するもの。

⑶　人事評価改善等助成金

　�　生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性向上を図り、賃金アップ

と離職率低下を実現した企業に対して助成を行うもの。

　�　上記の助成金制度のほか、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援する事業と

して、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対して、ワン・ストップで無料相談に応じる「東京都最

低賃金総合相談支援センター」（電話0120-311-615）を設けています。

［参考１］最低賃金について

１　適　　用
　�　東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・

臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上

の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第４条違反として罰則の対象となります。

　　派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

２　金　　額
　�　次の金額は、最低賃金に算入されません。

　①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

　②臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

　③１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）

　④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

［参考２］東京都最低賃金の改正状況（過去10年間）

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

引上額 20円 27円 25円 30円 16円 13円 19円 19円 19円 25円

時間額 739円 766円 791円 821円 837円 850円 869円 888円 907円 932円
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参加無料
［定員］500名

ヤクルトホール
（東京都港区東新橋1-1-19 ヤクルト本社ビル）
・JR新橋駅「銀座口」より徒歩3分
・都営地下鉄浅草線 新橋駅「汐留1番出口」より徒歩1分

会場

日時 平成29年12月4日（月）
13：00～16：00（受付12：00～）

厚生労働省委託事業 
「平成29年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム事業」

本シンポジウムは、テーマを「ストレスチェック集団
分析結果等を活かした職場環境改善」とし、施行
２年目を迎えたストレスチェック制度について、
ストレスチェック実施後の職場環境改善を中心に、
企業の取組事例など参考になる情報が満載です。
ストレスチェック制度について考える機会として、
ぜひご活用ください！

～ストレスチェック集団分析結果等を活かした職場環境改善～

職 場 の
メンタ
シンポ

ル
ジ
ヘ
ウ
ル
ム
ス

東京会場

プログラム

ヤクルトホール
（東京都港区東新橋1-1-19 ヤクルト本社ビル）
・JR新橋駅「銀座口」より徒歩3分
・都営地下鉄浅草線 新橋駅「汐留1番出口」より徒歩1分

●会場のご案内
●会場の都合上、事前の申し込みをお願いします。
●申し込みはＷｅｂ又はＦＡＸでお願いします。
●参加者には、参加証を発行いたします。

●参加申込について

Webからの申し込み：下記ホームページをご覧いただき、申し込みをお願いいたします。

https://www.p-unique.co.jp/mental-sympo/
FAXでの申し込み：以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。

［基調講演］
「ストレスチェック制度の意義と職場環境改善の効果について」
吉川　徹 所究研合総生衛全安働労  構機全安康健者働労人法政行立独（ 氏 
　　　　　　　  過労死等調査研究センター  統括研究員〔医師、博士（医学）〕）

［メンタルヘルス対策企業からの実践報告］
職場環境改善に取り組んでいる企業 ３社（予定）

［パネルディスカッション］
「職場環境改善の効果的な実施に向けて」
コーディネーター： 吉川　徹 氏
パネリスト：  事例発表企業 ３社（予定）

FAX：03-6264-6445 株式会社プロセスユニーク
平成29年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム 受付窓口 行

1996年産業医科大学医学部卒業。
都立墨東・駒込病院、産業医科大学産業医実務研修センター
での研修等を経て、2000年より財団法人労働科学研究所・
研究員。産業安全保健・国際保健の研究に従事。メンタル
ヘルス対策における職場環境改善に注目し、「職場環境改善
のためのヒント集（メンタルヘルスアクションチェックリスト）
の開発」「職場のメンタルへルスのための職場環境改善の評価
と改善のためのガイドライン開発」等の研究に参加。
2015年より厚生労働科学研究「ストレスチェック制度による
労働者のメンタルヘルス不調の予防と職場環境改善効果に関
する研究」において職場環境改善手法に関する研究を担当。
2017年04月より現職。
人事院事務総局「心の健康づくり指導委員会職場環境改善
ワーキンググループ」・委員兼座長、日本医師会「産業保健
委員会」「医師の働き方検討委員会」・委員等を務める。
公開ページ  http://researchmap.jp/read0063276/

吉川　徹 氏
【プロフィール】
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〜過労死等の現状や過労死等防止対策の取組状況に加え、過労死等の　
　　　実態解明のための調査研究結果について取りまとめられました〜

　政府は、10月６日、過労死等防止対策推進法に基づき、「平成28年度　我が国における過労死等の概要及
び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」（以下、「過労死等防止対策白書」）を閣議決定しました。
　「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法の第６条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報
告書です。２回目となる今回の白書のポイントは以下のとおりです。厚生労働省では、「過労死をゼロにし、
健康で充実して働き続けることのできる社会」の実現に向け、引き続き過労死等防止対策に取り組むことと
しています。
※�「過労死等」とは……業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、も
しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾
患、心臓疾患、精神障害をいう。

「過労死等防止対策白書」のポイント
１�．「労働時間を正確に把握すること」が「残業時間の減少」に繋がるとする分析や、過労死等が多く発生
していると指摘のある自動車運転従事者や外食産業を重点業種とする分析など、企業における過労死等防
止対策の推進に参考となる調査研究結果を報告。
２�．「『過労死等ゼロ』緊急対策」（平成28年12月26日「長時間労働削減推進本部」決定）や「働き方改革
実行計画」（平成29年３月28日「働き方改革実現会議」決定）など、昨年度の取組を中心とした施策の状
況について詳細に記載。
３�．過労死等防止対策に取り組む企業、民間団体、国、地方公共団体の活動をコラムとして紹介。
■目　　次
　第１章　労働時間やメンタルヘルス対策等の状況　　第２章　過労死等の現状
　第３章　過労死等をめぐる調査・分析結果　　　　　第４章　過労死等の防止のための対策の実施状況
◇�当協会のホームページ（http://www.mita-roukikyo.or.jp）の「労働ニュース」コーナーから厚生労働省
の当該サイトにリンクしています。

過労死等の現状（民間雇用労働者）

脳・心臓疾患に係る労災の支給決定件数の推移 精神障害に係る労災の支給決定件数の推移

「平成29年版過労死等防止対策白書」が公表されました

（資料出所）厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
（注）１　支給決定件数は、当該年度内に「業務上」と認定した件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
　　　２　支給決定件数（死亡）は、支給決定件数の内数である。

（資料出所）厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
（注）１　支給決定件数は、当該年度内に「業務上」と認定した件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
　　　２　支給決定件数（自殺（未遂を含む））は、支給決定件数の内数である。
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　厚生労働省では、労働保険の適用状

況について、小規模零細企業を中心に、

労働保険に関する知識不足等により、

なお相当数の未手続事業が残されてお

り、これら未手続事業の解消は、労働

保険制度の健全な運営、費用の公平負

担及び労働者の福祉の向上等の観点か

ら極めて重要であり、また、近年は未

手続事業が増加傾向にあることから、

今年度も最重要課題として位置付け、

より一層の適用促進に取り組み、未手

続事業の解消を図ることとしています。

労働保険事務組合

　厚生労働大臣の認可を受け、中小規模事業場のための労働保険事務を行っております。事務を委託
することにより、次のようなメリットがあります。
①�労働保険の申告納付や労働基準監督署・ハローワークへの書類提出などの事務代行を事務組合が行
いますので、事務簡素化や経費削減が図られます。

②単独加入では認められないケースでも、労働保険料の分割納付が認められます。
③事業主や家族従業者なども労災保険に特別加入することができます。
④（一社）全国労働保険事務組合連合会が実施している、有利な「労災上乗せ保険制度」に加入できます。

〜労働保険に入っていない会社に、人が集まるでしょうか。〜

11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
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○平成29年９月の雇用失業情勢のポイント（全国）
　☆�完全失業率（季節調整値）2.8％であり、前月と同水準。※約23年ぶりの低い水準。
　☆�完全失業者数（季節調整値）は、前月より２万人増加し、188万人。（原数値は190万人で、前年同月差
14万人減少）

　☆�就業者数（季節調整値）は、前月より15万人減少し、6,550万人。
　☆�雇用者数（季節調整値）は、前月より11万人減少し、5,839万人。
　☆�雇用者数（原数値）を主要産業別にみると、前年同月比で「学術研究、専門・技術サービス業」「教育、
学習支援」「医療、福祉」で減少している。

　☆�平成29年９月の有効求人倍率（季節調整値）は1.52倍であり、前月と同水準。
　☆�平成29年９月の新規求人倍率（季節調整値）は2.26倍であり、前月より0.05ポイント上昇。
　　�　内閣府の月例経済報告（平成29年10月）「景気は、緩やかな回復基調が続いている。先行きについて
は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待
される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」（※景気の
総括判断は維持。）

　　�　「雇用情勢は、改善している。先行きについては、改善していくことが期待される。」（※雇用情勢判
断は維持。）

項　目
新規求人倍率 有効求人倍率

就職者数 求人充足数
全国 東京 品川 全国 東京 品川

26年度 1.69 2.58 13.04 1.11 1.61 7.16 12,412 16,541
27年度 1.86 2.93 14.88 1.23 1.81 8.06 11,899 15,854
28年度 2.08 3.24 16.16 1.39 2.04 8.70 10,916 14,880
29年９月 2.26 3.28 15.90 1.52 2.07 8.45 10,708 14,379

注意）１．月別の求人倍率は全国、東京が季節調整値、品川所が原数値、各年度の求人倍率は原数値です。
　　　２．就職者数、求人充足数は都内ハローワーク全体の原数値、各年度は平均値です。
　　　３．就職者数、求人充足数及び求人倍率は、学卒を除き、パートタイムを含んだ数値です。

※窓口からの求人・求職状況（平成29年９月）
　都内の求人・求職の動きを見ると、有効求人数（原数値）は366,616人（前年同月比0.2％減）で、89か月
ぶりに前年同月を下回った。また、新規求人数（原数値）は131,845人（前年同月比2.5％減）で、２か月ぶ
りに前年同月を下回った。
　一方、有効求職者数（原数値）は177,355人（前年同月比1.8％減）で、85か月連続で前年同月を下回った。
また、新規求職者数（原数値）は38,232人（前年同月比3.7％減）で、２か月ぶりに前年同月を下回った。
　就職件数は10,708件で、前年同月より1.1％減となった。一般、パート別の状況をみると、一般は6,130件（前
年同月比2.9％減）、パートは4,578件（前年同月比1.4％増）となった。
　東京の企業倒産状況（㈱東京商工リサーチ調べ）は、倒産件数136件（前年同月比32.0％増）。業種別件
数では、サービス業（28件）、卸売業（24件）。建設業（20件）、情報通信業（20件）の順となった。
（季節調整値は、センサス局法㈼（X-12-ARIMA）により、毎年１月分の公表に併せて「季節調整値替え」
が行われる。）
� ☆ハローワーク品川の労働市場情報・求人・求職・賃金情報等について提供しております。
� ハローワーク品川　産業雇用情報官
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［ハローワークしながわインフォメーション］

年齢制限禁止の目的
・�年齢制限禁止の義務化は、個々人の能力、適性を判断して募集・採用していただくことで、一人
ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにすることを目的としています。
・�少子高齢化のなかで、我が国経済の持続的な成長のためには、個々人が年齢ではなくその能力や
適正に応じて活躍の場を得られることが重要です。

年齢制限禁止のポイント
・�労働者の募集及び採用の際には、労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としな
ければなりません。
・�例外事由に該当する場合のみ、年齢制限を行うことができます。
・�ハローワークを利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採
用する場合や、事業主が自社のホームページなどで直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・
採用」に適用されます。
・�パート、アルバイト、派遣など雇用の形態を問いません。
・�形式的に求人票を「年齢不問」とすれば良いということではありません。年齢を理由に応募を断っ
たり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定することは法違反になります。また、応募者の年
齢を理由に雇用形態や職種などの求人条件を変えることもできません。

年齢制限をなくすと、こんなメリットがあります！

より多くの応募者が集まる 求める人材の
採用が容易に！

採用したい人物像を明示する 応募者の精度が高まる

でも、年齢不問にするだけでは、
求める人材は見つけられないよ！
具体的にどうすればいいの？

ハローワーク品川 事業所第一部門
にお問い合わせください。
☎０３－５４１８－７３０１

年齢の幅を広げる

その募集・採用
年齢にこだわっていませんか？
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平成29年度 港地区健康と安全推進大会
　平成29年10月25日（水）、午後１時00分から午後４時00分までの間、港区芝５−35−３ハローワー

ク品川４階、５階において、「平成29年度港地区健康と安全推進大会」が実施され、雨天にもかかわらず

300名近い来場者がありました。

　第１会場では、三田労働基準監督署　野村みどり署長の開会挨拶、

港区役所副区長小柳津明様の来賓挨拶の後に表彰式が行われ、安全

衛生活動に実績を上げた８名の方に三田労働基準監督署長表彰が行

われました。さらに、三田署管内の大規模建設現場災害防止協議会

安全標語最優秀賞が発表されました。

　休憩の後、綜合警備保障株式会社人事部人事業務室長　根津幸男

様の事例発表「当社の健康づくりへの取り組み」があり、続けて労

働衛生コンサルタント事務所オークス所長　竹田透様の特別講演

「これからの心とからだの健康づくり〜労働生活の質を保つ加齢変

化への健康アプローチ〜」が行われ、参加者が熱心にメモを取る姿

が見られました。

　第２会場では、（一社）労働保健協会の協力により骨密度測定、脳

年令測定、体力測定を実施しました。また、第３会場では、みなと

保健所、港区医師会・港地域産業保健センターによる健康相談が行

われました。

　多くの団体の皆様のご協力をもちまして、大会は成功裏に終わり

ました。

受賞者
●三田労働基準監督署長賞

　一般事業場賞　�キャピテック＆リブートテクノロジーサービス株式会社

　　　　　　　　港シビル株式会社

　有期事業場賞　西松建設株式会社関東建築支社　白金六丁目出張所

　　　　　　　　（仮称）白金六丁目計画新築工事

　個人賞　岡　　隆晴　建災防東京支部港分会　安全指導者

　個人賞　菅原　伸五　一般社団法人三田労働基準協会　前副会長理事

　個人賞　南雲謙太郎　陸災防東京都支部会港分会　理事

　個人賞　藤谷　郁夫　港湾災防東京総支部東京支部　船内部会安全衛生委員長

　個人賞　山田善一郎　建災防東京支部港分会　安全指導者

●安全標語

　福地　克彦　株式会社大林組　南青山二丁目計画

　　「危ないぞ　言える職場に　事故はなし　互いに声かけ　無災害」

署長挨拶

受賞者の皆様

事例発表

特別講演
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創立70周年記念式典・平成30年新年賀詞交歓会のご案内
　創立70周年を迎えるに当たり、１月26日（金）午後５時から創立70周年記念式典を平成30年新年賀詞交

歓会と併せ、ホテルオークラ東京・別館オーチャードルームで開催いたします。

年頭ご多忙の折ではございますが、万障お繰り合わせのうえご出席賜り

　ますようお願い申し上げます。

　詳しくは11月に郵送にてご案内申し上げます。

�

�

〈新入会員のご紹介〉	 前号以降にご入会された会員の皆様です。よろしくお願いいたします。

事　業　場　名 所　在　地 電　　話 業　　　種

合同会社We�Are 港区赤坂3-8-7 03-5544-8805 広告代理業

ヤマトプロテック㈱ 港区白金台5-17-2 03-3446-7805 製造業

講習会等のご案内 企画中の講習会からご紹介します。

◉ 無料  港地区健康づくり研究会
　１月19日（金）
　�　「三田健康づくり研究会」は、三田労働基準監督署の指導のもと健康・快適な職場づくり、職場の生産

性の向上を目指し各種の活動を行っています。研究会では働く人の健康啓発の重要性を考えていただくた

めの企画を検討しておりますので、多数ご参加ください。

◆◇◆

◉ 無料  衛生管理者等支援講習会
　２月６日（火）
　�　一般定期健康診断の結果によれば、何らかの所見を有する労働者の割合は増加を続けており、仕事や職

場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる割合や業務によるストレスなどにより精神障害を発症

する事案も増加しています。このような状況を改善し、労働者の健康の確保、増進を図るために、産業医・

衛生管理者等の産業保健スタッフが中核となって、実効性のある労働衛生対策に積極的に取り組むことが

必要であり、そのアドバイスを専門家が講義します。

◆◇◆

◉ 年度替わり時期に必要な労働関係手続きを学ぶ
　２月15日（木）
　�　年度替わりは人事異動の時期であり、また労働基準法、労働安全衛生法、パート労働法等に定める各種

手続の更新・実施の時期でもあります。この時期、企業の担当者はいつにも増して迅速かつ的確な事務が

求められるところです。そこで、３〜４月に集中する労働関係の手続、人事異動時の事務処理について専

門家が解説します。
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心のふれあう健康サービスを目指して

一人ひとりに広く、深く。

トータルに健康をサポートしています。
1. 法定健康診断 ( 巡回健診 )
2. 生活習慣病健康診断
3. 特殊健康診断
4. 肺がん・大腸がん検診
5. 骨密度測定
6. 全国ネットワーク健診
7. 医療機関紹介
8. 健康管理のご相談
9. 郵送子宮頸がん検査

TEL： 03-3530-2132
Fax： 03-3530-2149

健康のご相談・お問い合わせは


