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福井労働局 

 

 

 

報道関係者 各位 

  

 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です 

（同時実施「しわ寄せ防止キャンペーン月間」） 

～過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施～ 

 

 

福井労働局（局長 嶋田 悦郎）では、11月の過労死等防止啓発月間に、福井県内の過労

死等をなくすためにシンポジウムや街頭行動などの取組を行います。 

過労死等防止対策推進法では、毎年 11月を啓発月間と定め、過労死等防止の重要性につ

いて国民の関心と理解を深めることとしています。 

月間中は、国民への周知・啓発を目的に、福井県を含む全国 48会場で過労死等防止対策

推進シンポジウムを行うほか、過重労働解消キャンペーンとして長時間労働の是正や賃金

不払残業などの解消に向けた監督指導を行います。 

 

～「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、精神障害をいいます。 

 

【期間中の主な行事】 

 

※主な行事の詳細及びその他の取組については、次頁をご覧ください。 

 

・街頭キャンペーン（11月１日(金) 7:30～8:30） 

 

・労働局長によるベストプラクティス企業訪問（取材・撮影可、日程は別途発表予定） 

株式会社米五（福井市春山 2-15-26） 

 

・過労死等防止対策推進シンポジウム（11月 18日（月）13:30～16:00） 

令和元年 11 月１日 

【照会先】 

福井労働局労働基準部監督課 

課 長          藤代 岳志 

過重労働特別監督監理官  高橋 昌哉 

（かとく監理官） 

（電話）0776（22）2652 
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【取組概要】 

１ 国民への周知・啓発 

・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施 

過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携してシンポジウムを開催します。 

・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施 
 
２ 過重労働解消キャンペーン 

過労死等につながる過重労働などへの対応として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業な 

どの撲滅に向けた重点的な監督指導などを行います。 

 

■「過労死等防止対策推進シンポジウム」概要 

   過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、下記のとおり、シンポジウムを開催

します(無料でどなたでも参加できます。)。 

「過労死等防止対策推進シンポジウム」 

日 時  令和元年 11月 18日（月）13:30～16:00（受付 13:00～） 

場 所  福井県国際交流会館 ３Ｆ特別会議室(福井市宝永３-１-１）【定員 150名】 

 

■「過重労働解消キャンペーン」概要 

１  労使の主体的な取組を促進します 

キャンペーンの実施に先立ち、福井労働局長が県内の使用者団体や労働組合（計５団体） 

に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等及び自社の働き方改革等により 

下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの 

「しわ寄せ」を生じさせることがないよう協力要請を実施しました。     

 

２  過労死等防止啓発月間に係る街頭行動を実施しました 

県等と連携し、下記のとおり、街頭でリーフレット配布の取組を行いました。 

   日  時 令和元年 11月１日(金) 7:30～8:30 

      場  所 JR福井駅前 

   参加機関 福井県、連合福井、福井県労働者福祉協議会 

 

３ 福井労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 

福井労働局長が時間外労働削減に向けた取組を行っている企業を訪問し、取組事例を報道 

等により地域に紹介します。（詳細は別途発表予定） 

    訪問日時  令和元年 11月中 

    訪問企業  株式会社米五（福井市春山 2-15-26） 

 

４ 重点監督を実施します 

長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や若者の「使 

い捨て」が疑われる企業等に対して重点監督を実施します。 

 

５ 過重労働解消のためのセミナーを開催します 

   厚生労働省が委託事業として開催・実施し、福井県においては次のとおり開催予定。 

    日  時  令和元年 11月 20日（水）14:00～16:30（受付 13:30～） 

会  場  福井県国際交流会館 第１・第２会議室 

   定  員  約 100名（参加無料）     

             

≪厚生労働省 過重労働解消キャンペーン特設サイト≫ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html 

 











新しい時代に、

人々が求めている職場とは？

各回定員約100名
事前予約制（先着順）

参加費

無料

受講対象者 事業主の方、企業の人事労務担当者・管理者、総務の方など

セミナー内容

申込方法

FAX:03-5913-6409

●本紙裏面のFAX申込書 ●専用webサイトへ

受付後（約5営業日）メールで受講票を送付いたします。 ※お預かりした個人情報は本事業に係るご連絡にのみ使用します。
　無断で第三者に提供することはありません。

QRコードからも
ご覧いただけます

セミナー開始時間 14時00分～16時30分  13時30分より受付開始いたします

LEC 過重労働解消

過重労働解消のためのセミナー事業事務局

〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル TEL : 03-5913-6085（平日9時～ 17時）  FAX : 03-5913-6409

E-Mail: kaju-seminar@lec-jp.com 専用HP: http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/

●「過重労働」の現状と企業経営に与える影響

●対策に必要な「関連法令」

●防止のための事業主等に求められる措置

●知っておくべき労働時間等に関する基準

友だち登録
 はコチラ!!

●陥りがちな違法行為

●ストレスチェック制度とは

●職場のパワーハラスメント対策 ●実施すべき取組と防止対策の具体例 など

お問い合わせは 委託運営： 担当　田中・久保田

※受講日の5～6日前にお申込まれた方は、会場にて氏名確認で受講できます。

令和元年度 厚生労働省委託事業

過重労働解消のためのセミナー

9月より全国47都道府県で開催！

キャラクター
「たしかめたん」

働く人の健康を意識した
働きやすい職場づくりが
人材不足解消のカギです

取組事例を

複数紹介!



開催会場一覧

開催時間：14時00分〜16時30分（全会場共通）

開催都市名 開催日 会　　場

北海道 札幌市 9/18㈬ 北農健保会館 （3階 大会議室）

青森県 青森市 10/ 7 ㈪ 青森県観光物産館アスパム（4階 十和田）

岩手県 盛岡市 9/ 6 ㈮
アイーナいわて県民情報交流センター

（会議室501A+B）

宮城県 仙台市 10/24㈭ 東京エレクトロンホール宮城 （602中会議室）

秋田県 秋田市 10/23㈬ にぎわい交流館（研修室1+2）

山形県 山形市 11/12㈫ ヤマコーホール（中ホール）

福島県 福島市 11/11㈪ コラッセふくしま（多目的ホールA）

茨城県 水戸市 9/12㈭
TKPスター貸会議室水戸駅前

（カンファレンスルーム6A）

栃木県 宇都宮市 10/16㈬
TKP宇都宮カンファレンスセンター

（カンファレンスルームB）

群馬県 前橋市 9/25㈬ 前橋テルサ（つつじの間）

埼玉県 さいたま市
9/30㈪ ソニックシティ（906）

11/ 7 ㈭ TKP大宮ビジネスセンター（ホール1）

千葉県 千葉市 12/ 2 ㈪ 千葉市文化センター（セミナー室）

東京都 新宿区

9/ 5 ㈭

LEC新宿エルタワー本校
（1809/1810教室）

9/19㈭

10/ 3 ㈭

10/17㈭

11/ 1 ㈮

11/12㈫

11/22㈮

12/ 3 ㈫

神奈川県 横浜市
9/18㈬

神奈川県中小企業共済会館
（602 〜 604）

11/ 8 ㈮

新潟県 新潟市 10/ 2 ㈬ コープシティ花園（ガレッソホールa+b）

富山県 富山市 9/10㈫ 富山県中小企業研修センター（大ホール）

石川県 金沢市 11/15㈮ 金沢商工会議所（大会議室A+B）

福井県 福井市 11/20㈬ 福井県国際交流会館（第1・第2会議室）

山梨県 甲府市 9/26㈭ YCC県民文化ホール（会議室）

長野県 長野市 9/20㈮ JA長野県ビル（12階A会議室）

岐阜県 岐阜市 10/11㈮ ワークプラザ岐阜（4階大会議室）

静岡県
浜松市 9/10㈫

浜松研修交流センター
（アクトシティ 62研修交流室）

静岡市 10/10㈭
静岡県男女共同参画センターあざれあ

（2階大会議室）

開催都市名 開催日 会　　場

愛知県
名古屋市

9/17㈫
ウィンクあいち（902）

10/10㈭

11/29㈮ ウィンクあいち（901）

豊田市 11/ 6 ㈬ 豊田市福祉センター（41会議室）

三重県 津市 9/24㈫ 三重県教育文化会館（大会議室）

滋賀県 大津市 10/18㈮
ピアザ淡海

（滋賀県立県民交流センター 207会議室）

京都府 京都市 9/12㈭ コープ.イン.京都（202号室）

大阪府 大阪市

9/ 5 ㈭

エルおおさか（南ホール）10/ 8 ㈫

10/24㈭

12/ 5 ㈭ LEC梅田駅前本校（507教室）

兵庫県 神戸市 10/ 9 ㈬ 兵庫県中央労働センター（小ホール）

奈良県 奈良市 10/25㈮ エルトピア奈良（大会議室A+B）

和歌山県 和歌山市 10/30㈬ 和歌山県民文化会館（5階 大会議室）

鳥取県 鳥取市 9/12㈭ 鳥取県立生涯学習センター（講議室）

島根県 松江市 11/ 6 ㈬ 松江テルサ（大会議室）

岡山県 岡山市 11/11㈪ おかやまコープ（オルガホール）

広島県 広島市 11/28㈭
TKP広島平和大通り 
カンファレンスセンター（ホール3D）

山口県 下関市 9/ 9 ㈪ 海峡メッセ下関（801大会議室）

徳島県 徳島市 9/19㈭ とくぎんトモニプラザ（4階 会議室2）

香川県 高松市 11/14㈭ TCB会議室（高松センタービル201号室）

愛媛県 松山市 10/ 8 ㈫
松山市総合コミュニティセンター

（第1・第2会議室）

高知県 高知市 9/20㈮ 高知県立県民文化ホール（第6多目的室）

福岡県 福岡市
9/24㈫

天神クリスタルビル（大ホールA+B）
11/19㈫

佐賀県 佐賀市 9/30㈪ 佐賀県教育会館（第一会議室）

長崎県 長崎市 10/25㈮ 長崎県建設工業協同組合（8階 大会議室）

熊本県 熊本市 10/ 7 ㈪ くまもと森都心プラザ（A・B会議室）

大分県 大分市 11/14㈭ 全労済ソレイユ（3階 牡丹）

宮崎県 宮崎市 11/ 1 ㈮ JA・AZUMホール（別館202研修室）

鹿児島県 鹿児島市 10/29㈫ 天文館ビジョンホール（6Fホール）

沖縄県 那覇市 9/27㈮ 沖縄産業支援センター（中ホール 312）

令和元年度　厚生労働省委託事業  「過重労働解消のためのセミナー」

「過重労働解消のためのセミナー」参加申込書
※送信面（表裏）を必ずご確認のうえお送りください

参加
希望日

月　　　　　　　　日

※複数のお申込は、複写をとって別々にファックス

会場名

フリガナ フリガナ
参加希望

人数

名

5名様以上は 
TEL確認をお願いします

氏　名
企業・
団体名

業　種 企業規模  10名未満 10 ～ 100名 101 ～ 200名 300名以上

※いずれかを○で囲む

T E L

F A X

ー　　　　　　ー

ー　　　　　　ー
e-mail ＠　　　

FAX 03-5913-6409  



11月は「しわ寄せ防止
キャンペーン月間」です。

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や
急な仕様変更などはやめましょう！

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、
下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、
急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

（しわ寄せ防止特設サイト）



　厚生労働省が所管する「労働時間等設定改善法（平成4年法律第90号）」が改正され（平成31年
４月１日施行）、事業主の皆様は、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注
や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。
　他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、社内に周知・徹底を
図りましょう。

　経済産業省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法（昭和45年法律第145号）」に基づく
「振興基準」には、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係が定められています。

●やむを得ず短納期発注や急な仕様変更などを行う場合には、残業代等の適正なコストは親
事業者が負担すること。
●親事業者は、下請事業者の「働き方改革」を阻害する不利益となるような取引や要請は行わ
ないこと。

親事業者は、取引対価の見直し要請があった場合には、人手不足や最低賃金の引き上げなどに
よる労務費の上昇について、その影響を反映するよう協議すること。

●親事業者は、継続的な取引を行う下請事業者に対して、安定的な生産が行えるよう長期発注
計画を提示し、発注の安定化に努めること。
●発注内容を変更するときは、不当なやり直しが生じないよう十分に配慮すること。

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や
急な仕様変更などはやめましょう！

① 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、
    納期の適正化を図ること。
② 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
③ 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

③ 対価には、労務費が上昇した影響を反映しましょう!

① 親事業者も下請事業者も共に「働き方改革」に取り組みましょう！

例えば…●無理な短納期発注への納期遅れを理由とした受領拒否や減額
　　　　●親事業者自らの人手不足や長時間労働削減による検収体制不備に起因した受領拒否や支払遅延
　　　　●過度に短納期となる時間指定配送、過剰な賞味期限対応や欠品対応に起因する短いリードタイム、
　　　　　適正なコスト負担を伴わない多頻度小口配送
　　　　●納期や工期の過度な年度末集中

② 発注内容は明確にしましょう!


