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監督実施事業場の約７割で法令違反（平成 30 年） 
～法違反の約２割が労働時間関係～ 

 
 

鹿児島労働局（局長 小林
こばやし

 剛
ごう

）は、平成 30 年に、管内の労働基準監督署（鹿児島､川

内､鹿屋､加治木､名瀬）が実施した定期監督等※１の監督指導結果を取りまとめましたので、

公表します。 

鹿児島労働局では、引き続き、管内状況や労働基準監督署に寄せられる情報などか

ら、労働時間、割増賃金等の労務管理や安全衛生管理等の労働基準関係法令※２上の問

題が認められる事業場に対して立入調査を実施し、働く方が安心して安全に働ける労

働環境を確保していきます。 
 
 

【平成 30 年の監督指導及び書類送検の実施結果(概要)】 
 

１ 監督指導の実施結果 

(1) 監督実施事業場数及び違反事業場数【図１】   

監督実施事業場数                 1,446 件（1,492 件） 

うち違反事業場数                  973 件（1,055 件） 

違反率                                     67.3％（70.7％） 

注１：（     ）は平成 29 年の数値。 

注２：違反事業場数は、労働基準関係法令違反が認められ、是正を指導した事業場数。 

 

(2) 業種別の違反率【図２】 

運輸交通業（トラック運送、バス業、タクシー業など）   76.1％ 

商業（卸売業、小売業など）                              74.5％ 

保健衛生業（社会福祉施設、病院など）         74.5％ 

       建設業（土木工事業、建築工事業など）          63.3％ 

     製造業（食料品製造業、電子部品製造業など）              63.1％ 

     

注：主要５業種で違反率の上位順に計上したもの。  
 

(3) 主な法令違反の状況【表１】【図３】  

① 労働基準法 

労働時間（36 協定のない時間外・休日労働など）     315 件（21.8％） 

割増賃金（賃金不払残業など）            218 件（15.1％） 

労働条件の明示（労働条件通知書の未交付など）     121 件（ 8.4％） 
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    ② 労働安全衛生法 

安全基準（危険な作業、危険な機械の使用など）          286 件（19.8％） 

健康診断（定期健康診断・特殊健康診断未実施など）      185 件（12.8％） 

安全衛生管理体制（安全管理者・衛生管理者未選任など）  88 件（ 6.1％） 

注：（  ）は、監督実施事業場数に占める割合。  

 

(4) 行政処分の状況【図４】【※３】  

      使用停止等命令処分事業場数                          63 件 

        うち建設業                                       33 件（52.4％） 

          製造業                                       15 件（23.8％） 

         運輸業                                        7 件（11.1％） 
 

２ 書類送検の結果【表２】【※４】 

 (1) 労働基準法違反事件                                   2 件 

    （業種別：その他の事業１件、保健衛生業１件） 

 

 (2) 労働安全衛生法違反事件                                 6 件 

（業種別：建設業 3 件、製造業１件、運輸交通業１件、商業１件、その他の事

業 1 件） 

 

 
   ※１ 「定期監督等」とは、管内状況や労働基準監督署に寄せられる情報などに基づき計画的に実施     

する監督及び労働災害の発生を契機として実施する監督をいいます。 
  労働基準監督官の事業場への立ち入りなどにより、労働基準法に基づく法定労働条件の遵守状
況や労働安全衛生法に基づく安全措置などが講じられているかなどを確認し、法違反が認められ
た場合には是正を指導します。 

 
※２ 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などをいいます。 
 
※３ 「使用停止等命令処分」とは、労働基準監督官の立入調査の結果、施設や設備等が定められた

安全衛生基準に違反し、労働者に窮迫した危険を生じる場合等において、その使用や作業の停
止、変更その他必要な事項を命ずる行政処分です。（労基法第 96 条の 3、労働安全衛生法第 98
条） 

 
  ※４  法違反の是正がなされない場合、法違反が度重なるものである場合、法違反を原因として重大    

な労働災害を発生させた場合などに、司法警察権限を行使し、検察庁に書類送検します。（労基
法第 102 条、労働安全衛生法第 92 条） 
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【図１】監督実施状況（平成 29 年～平成 30 年） 

 
 

【図２】業種別の監督実施状況（平成 30 年） 
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【表１】主な労働基準関係法令違反の状況（平成 30 年） 
 

主要違反事項 違反条文 
違反件数 

（件） 

違反率 

（％） 

労
基
法
関
係 

労働時間関係 
労基法第 32 条・第 40 条、第 34

条、第 35 条 
315 21.8% 

割増賃金 労基法第 37 条 218 15.1% 

労働条件の明示 労基法第 15 条 121 8.4% 

就業規則 労基法第 89 条 108 7.5% 

賃金台帳 労基法第 108 条 98 6.8% 

安
衛
法
関
係 

安全基準 安衛法第 20 条～25 条 286 19.8% 

健康診断 安衛法第 66 条等 185 12.8% 

安全衛生管理体制 
安衛法第 10～12 条、第 15 条、第

17 条～19 条 
88 6.1% 

定期自主検査 安衛法第 45 条 63 4.4% 

特定元方事業者等 安衛法第 30 条・第 31 条 56 3.9% 

※  上表で、労働基準法、労働安全衛生法は、それぞれ「労基法」「安衛法」と略記している。 

また、一の事業場において複数の違反が認められる場合があることから、違反率の合計は

100％とはならない。 

【図３】主要違反事項別の違反率の状況（平成 29 年～平成 30 年） 
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【図４】使用停止等命令処分事業場数（行政処分）（平成 29 年～平成 30 年） 

建設業, 
33 , 52.4%

製造業, 
15 , 23.8%

運輸交通

業, 7 , 
11.1%

農林業, 
4 , 6.3%

鉱業, 3 , 
4.8%

商業, 1 , 
1.6%

使用停止等命令処分事業場数

（30年）

 
 

   
【表２】書類送検の結果（平成 30 年） 

No. 業種 概要 送 検 年 月 

1 建 設 業 
高さ 2m 以上の場所で作業を行わせる際、安全帯を使用させな

かったもの。 
H30.1 

2 運 輸 交 通 業 構内で安全通路を設け、安全通路の表示をしなかったもの。 H30.3 

3 商 業 
ベルトコンベヤを使用させる際、巻き込まれ防止対策が無かっ

たもの。 
H30.8 

4 その他の事業 
1 か月 100 時間の 36 協定の範囲を超えて各週について 1 時間

から 33.5 時間に渡る違法な長時間労働を行わせたもの。 
H30.8 

5 製 造 業 労働者死傷病報告を遅滞なく届けなかったもの（労災かくし）。 H30.9 

6 保 健 衛 生 業 賃金未払い、休業手当等の未払いなど（告訴事案） H30.9 

7 建 設 業 
ロープ高所作業を行わせるに際し、特別教育を実施しなかった

もの。 
H30.9 

8 建 設 業 
高さ 2m 以上の場所で作業を行わせる際、安全帯を使用させな

かったもの。 
H30.9 
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【参考】 

主な法令違反の事例（平成 30 年） 

 

【労働基準関係】 

労働時間・休日 

（労基法第 32 条・

第 35 条・第 40 条） 

・時間外労働・休日労働に関する協定（36 協定）を締結し、労働基

準監督署に届け出ることなく、法定労働時間を超えて、又は法定

休日に労働させている。 

・36 協定の限度時間を超えて、時間外労働を行わせている。 

割増賃金 

（労基法第 37 条） 

・時間外労働・休日労働・深夜労働に対し、法定の割増賃金を支払

っていない。 

・割増賃金の算定基礎に、資格手当や精皆勤手当を含めていない。 

労働条件の明示 

（労基法第 15 条） 

・労働契約を締結する際に、労働時間や賃金に関する事項を書面交

付により明示していない。 

・有期労働契約を締結する際に、契約更新の基準（更新の有無等）

を書面交付により明示していない。 

就業規則 

（労基法第 89 条） 

・常時 10 人以上の労働者を使用しているのに、就業規則を作成又は

変更した場合に労働基準監督署に届け出ていない。 

賃金台帳 

（労基法第 108 条） 

・賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数を記入していない。 

・賃金台帳を３年間保存していない。 
 

 

【安全衛生関係】 

安全基準 

（安衛法第 20 条～

第 25 条） 

・機械の原動機や回転軸等の労働者に危険を及ぼすおそれのある箇

所に覆いを設けていない。（使用停止等命令処分） 

・高さが２メートル以上の高所で労働者に作業を行わせるにあたり、

手すり等の墜落防止措置を講じていない。（使用停止等命令処分） 

健康診断 

（安衛法第 66 条） 

・常時使用する労働者に対し、１年以内ごとに１回、定期に健康診

断を実施していない。 

・有機溶剤業務に従事する労働者に対し、有機溶剤に係る健康診断

を実施していない。 

安全衛生管理体制 

（安衛法第 10 条～

第 12 条、第 15 条、

第 17 条～第 19 条） 

・常時 50 人以上の労働者を使用しているのに、法定の管理者（安全

管理者、衛生管理者等）を選任していない。 

・常時 50 人以上の労働者を使用しているのに、衛生委員会を設けて

いない。 

定期自主検査 

（安衛法第 45 条） 

・フォークリフトや建設機械等の特定の機械について、１年以内ご

とに１回、定期に自主検査を実施していない。 

特定元方事業者等 

（安衛法第 30 条・

第 31 条） 

・関係請負人（下請会社）の労働者に足場を使用させているのに、

足場の基準に適合する措置を講じていない。 

・関係請負人（下請会社）の労働者に型枠支保工を使用させている

のに、支柱の脚部の滑動防止措置を講じていない。 

 


