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第１　令和４年度の京都の労働行政の重点課題と対策

１ 京都の現状と課題 
長期化する新型コロナウイルス感染症が社会経済活動に様々な影響を及ぼす中で、雇用維持に取り組む事業主や在

籍型出向を活用する事業主を支援するとともに、人手不足分野への円滑な労働移動を推進することが重要です。

また、新規学卒者等の雇用の安定を図るとともに、非正規雇用労働者やいわゆる就職氷河期世代、女性等の活躍を

促進する必要があります。

さらに、少子高齢化・生産年齢人口の減少という構造的な課題がある中で、働く全ての府民が豊かで生き生きと暮

らせる社会の実現を目指し、柔軟な働き方がしやすく、安全で健康に働くことができる環境の整備を図るため、引き

続き、長時間労働の抑制、非正規雇用労働者の待遇の確保等諸課題の解決に向けて取り組むことが不可欠です。

これらを踏まえ、京都労働局では、地方公共団体、関係機関・団体等とも連携を図りながら、以下の対策を最重点

として取り組んでまいります。

（1）有効求人倍率、有効求人数、有効求職者数 （2）令和4年3月大学・短大卒業者の就職内定状況

(3) 就職氷河期世代 (4)女性労働者 (5)労働時間等 (6)非正規雇用労働者
・不安定な就労状態にある方
　10,800人（人口比3.1％）
・ 長期にわたり無業の状態に

ある方
　7,943人（人口比2.3％）
　（全国391,660人）
・ 社会参加に向けた支援を必

要とする方
　約12,000人

・  管理的職業従事者に占める
女性の割合

　18.6％（全国16.4%）

※ 2020年代の可能な限り早
期に30％

　（男女共同参画基本計画）

・年間総実労働時間
　1888.8時間
　（全国1924.8時間）

・年次有給休暇取得率
　57.2％（全国56.6％）

・ 非正規雇用労働者の割合
　42.5％（全国で2位）
・1時間当たり所定内給与
　 一般労働者を100とした場

合、短時間労働者は
　男性87.5、女性89.3

【資料出所】 （1） 「職業安定業務統計」京都労働局集計
 （2） 「新規学校卒業者の就職状況」　（令和4年2月1日現在）　京都労働局集計
 （3） 不安定な就労状態にある方・・・総務省「平成29年就業構造基本調査」
  長期にわたり無業の状態にある方・・・JILPT「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③」
  社会参加に向けた支援を必要とする方・・・内閣府「生活状況に関する調査（平成30年）」より推計
 （4） 管理的職業従事者に占める女性の割合・・・総務省「平成27年度国勢調査」
 （5） 一般労働者の年間総実労働時間（令和2年）・・・厚生労働省「毎月勤労統計調査（事業所規模5人以上）」
  年次有給休暇取得率（令和2年）�厚生労働省「就労条件総合調査」特別集計を基に作成
 （6） 非正規雇用労働者の割合・・・総務省「平成29年就業構造基本調査」
  1時間当たり所定内給与・・・厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」
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２　最重点対策 （QRコードは厚生労働省HPの関連ページのものです。）

（1）雇用維持・労働移動等に向けた支援 

①雇用の維持・在籍型出向の取組への支援　（P3）
　在籍型出向支援
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html

②人手不足分野への円滑な労働移動の推進　（P3）
　・人材確保対策コーナーでの支援及び「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」の推進
　　人材確保対策
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053276.html

（2）多様な人材の活躍促進

①女性活躍・男性の育児休業取得等の促進　（P6）
　女性の活躍・両立支援総合サイト
　https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/
　女性活躍推進法特集ページ
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

②新規学卒者等への就職支援　（P7）
　正社員就職を目指す若者の皆様へ
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132151.html

③雇用形態に関わらない公正な待遇の確保　（P8）
　パート・有期労働ポータルサイト
　https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

④就職氷河期世代の活躍支援　（P9）
　就職氷河期世代の方々への支援について
　https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/

（3）誰もが働きやすい職場づくり

①柔軟な働き方がしやすい環境整備　（P14）
　・良質なテレワークの導入・定着促進
　　テレワーク普及促進関連事業
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html

②安全で健康に働くことができる職場づくり　（P14）
　・職場における感染防止対策等の推進
　・長時間労働の抑制に向けた監督指導等
　・労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
　　職場のあんぜんサイト
　　https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
　　働き方改革特設サイト
　　https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

③総合的なハラスメント対策の推進　（P19）
　明るい職場応援団
　https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用にも大きな影響を与えており、雇用の安定と就業の促進等が引き続

き主要な課題となっている中、働く全ての府民の安心・安全・安定を守るためには、雇用・労働施策を総合的、一体

的に進めていく必要があります。 

このため、労働局各部室、監督署・ハローワークは相互に連携して、各種施策を展開するとともに、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口に寄せられた情報をはじめとする、天災、重大災害、企業倒産、雇用

調整等あらゆる事態に関する情報を共有し、機動的な対応を図ります。

１　雇用の維持・在籍型出向の取組への支援 

（1）雇用調整助成金等による雇用維持の取組への支援

新型コロナウイルス感染症の影響及びそのまん延防止措置等の影響により、休業

を余儀なくされた労働者の雇用維持のため、休業、教育訓練、出向に取組む事業主

に対して、引き続き雇用調整助成金等により支援します。

（2）産業雇用安定助成金等による在籍型出向の取組への支援

京都府、京都市、労使団体及び産業雇用安定センター等の関係機関を構成員とし

て設置した「京都府在籍型出向等支援協議会」による連携の枠組みを活用し、在籍

型出向の理解促進に向けた周知及び情報収集を行います。

あわせて、産業雇用安定助成金を活用し、出向元と出向先双方の企業への一体的

支援を行います。

2　人手不足分野への円滑な労働移動の推進 

（1）人材確保対策コーナーでの支援及び「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」の推進

医療・介護・保育・建設・警備・運輸分野等、雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するため、ハロー

ワーク西陣及びハローワーク京都七条に設置している「人材確保対策コーナー」を中心に、各業界団体や地方公共

団体とも連携しつつ、当該分野への就職支援を行います。

ア　医療・福祉分野の人材確保に向けた支援の強化

　 　人手不足が深刻化している医療・福祉分野の支援を強化するため、「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」

を推進し、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等により重点的なマッチング支

援に取り組みます。

第２　新型コロナウイルス感染症の雇用への影響を踏まえた
　　　総合労働行政機関としての施策の推進

第３　雇用維持・労働移動等に向けた支援
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イ　建設、警備、運輸分野の人材確保に向けた支援の強化　

　 　建設、警備、運輸の各分野については、当該業務に関する資格・免許保持者や業界に関心のある求職者に対

して、各分野における求人の動向に関する情報提供やセミナーの開催、就職面接会の開催などの取組を実施し

ます。

（2）地域のニーズを踏まえた職業訓練のコースの設定

地域における求職者の動向や訓練ニーズを的確に把握し、有識者、使用者団体、教育・教育訓練機関等で構成す

る京都府地域訓練協議会で承認を受けた「京都府職業訓練実施計画」に基づき、公的職業訓練の周知・広報から就

職支援までの一体的な取組を推進します。

（3）雇用と福祉の連携による、離職者への介護・障害福祉分野への就職支援

新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職や、介護・障害福祉分野における人材確保を支援するた

め、ハローワークにおいて、介護系の訓練情報と介護分野就職支援金の情報を積極的に提供します。

また、介護系の訓練受講者に対し、訓練受講中から希望条件に沿った求人情報を提供し、訓練受講修了後の早期

就職を支援します。

（4）地域雇用の課題に対応し良質な雇用の実現を図る地方公共団体の取組等の支援

ア　地域活性化雇用創造プロジェクト等を活用した支援

　 　京都府等の地方公共団体が地域の課題に対応するため、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けた地域雇

用を再生するための事業主の事業転換や求職者のキャリアチェンジ等の取組、成長分野や人材不足分野におけ

る魅力ある雇用の確保や就職促進等の取組を行うことを支援します。

イ　「雇用対策協定」締結による地方公共団体との連携強化について

　 　「雇用対策協定」は、京都府、精華町及び宮津市と締結し、一体的かつ総合的な雇用対策に取り組んでいます。

引き続き、連携強化を図ります。

　 　また、地域の実情に応じた雇用対策を行うため、他の地方公共団体に対しても各ハローワークから「雇用対

策協定」の締結に向けて、機会をとらえて積極的に情報提供や働きかけを行い、一体的かつ総合的な雇用対策

の推進を図ります。

ウ　一体的実施事業による地方公共団体との連携強化について

　 　一体的実施事業について、引き続き地方公共団体と連携してワンストップサービスを展開し、求職者の就職

促進や企業の人材確保の推進に取り組みます。

（ア）京都府との一体的実施事業（京都ジョブパーク）

　 　京都ジョブパーク内に、ハローワークコーナーや京都新卒応援ハローワーク、京都わかものハローワーク等

を設置し、京都府の実施するカウンセリングやセミナー等の就職支援事業と連携したワンストップサービスを

展開します。

（イ）京都市との一体的実施事業（福祉・就労支援コーナー）

　 　京都市区役所の施設内に11か所の福祉・就労支援コーナーを常設するとともに4か所で巡回相談を行い、京

都市と連携して生活保護受給者等の就労による自立支援に取り組みます。

（ウ）舞鶴市との一体的実施事業（ジョブサポートまいづる）

　 　ジョブサポートまいづる内にハローワークコーナーを設置し、舞鶴市と連携して、就職支援事業等に取り組

みます。　
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（エ）精華町との一体的実施事業（せいかジョブポイント）

　 　せいかジョブポイント内にハローワークコーナーを設置し、精華町と連携して、地域の人材確保や障害者等

の就職促進等に取り組みます。

（5）職業能力・職場情報・職業情報等の見える化の推進

職場情報総合サイト（しょくばらぼ）及び職業情報提供サイト「jobtag」（旧称「日

本版O-NET」）を活用することにより、職業能力・職場情報・職業情報それぞれを「見

える化」し、求人・求職の効果的なマッチングを図ります。

特に、今後、職種転換を検討する求職者に対しては、転換しようとする職業に関

して理解を深める必要があるため、職業相談において職業情報提供サイト「jobtag」

などを活用した支援を行います。

あわせて、「jobtag」の活用を促進するため、使用方法について説明した動画に

より、広報に取り組みます。

また、職業能力の「見える化」の観点から、ジョブ・カードの周知及び作成支援

を行い、活用促進を図ります。

さらに、中途採用の拡大を図るため、中途採用に係る情報を公表して「見える化」し、採用者の増加や定着の促

進等に取り組む事業主に対し、中途採用等支援助成金による支援を行います。

3　デジタル化の推進 

（1）デジタル分野における新たなスキルの習得による円滑な再就職支援

デジタル化の進展に対応するため地方公共団体と連携を強化し、デジタル分野の職業訓練コースを充実させ、デ

ジタル社会に対応した人材育成・能力開発を促進します。

また、デジタル分野にかかる公的職業訓練の受講を推奨し、受講につなげるとともに、訓練期間中から訓練終了

後までのきめ細かな伴走型支援により、デジタル分野における再就職を支援します。

（2）ハローワークの職業紹介業務のオンライン・デジタル化の推進

令和3年度にハローワークインターネットサービス及びハローワークのシステムの機能向上が図られ、求人者、

求職者ともオンラインによる各種手続きやサービス提供が可能となったことから、引き続き、求職者・求人者双方

の利便性向上につながる、マイページの開設・活用の働きかけを行います。

また、オンラインによる職業相談について拡充を図るとともに、各種セミナーについて、オンラインによる配信

を行います。

さらに、マザーズハローワーク及びマザーズコーナーについては、LINEを活用し、情報発信の強化を行うとと

もに、オンライン職業相談の実施等、自宅でも求職活動ができるようサービスの向上を図ります。
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1　女性活躍・男性の育児休業取得等の促進 

（1）男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

ア　育児・介護休業法の周知及び履行確保

　 　産後パパ育休制度（出生時育児休業制度）の創設や、育児休業を取得しやすい雇用環境整備等を内容とする

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を伴う労働者の福祉に関する法律の改正について労使に十分に理解さ

れるよう、労使団体等と連携して周知に取り組み、施行後は着実な履行確保を図ります。

　 　また、労働者の権利侵害が疑われる事案や育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが疑われる事案を把

握した場合には、事業主に対する積極的な報告徴収・是正指導等を行います。

イ　男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

　 　産後パパ育休制度のほか、「パパ・ママ育休プラス」や「育児目的休暇」等の男性の育児に資する制度について、

あらゆる機会を捉えて周知を行います。

　 　また、事業主に対し、「イクメンプロジェクト」において作成する企業の取組事例集や研修資料の活用を促

すとともに、育休復帰支援プランに基づいて育児休業の円滑な取得、職場復帰に取り組んだ事業主に対する両

立支援等助成金の活用を推進し、男女とも仕事と育児が両立できる職場環境の整備を図ります。

　 　さらに、新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得ない保護者であ

る労働者を支援する助成金を支給します。

ウ　仕事と介護の両立ができる職場環境整備

　 　地域包括支援センター等とも連携した介護休業制度等の周知を行うとともに、介護離職を予防するための企

業の取組の全体像を示した「仕事と介護の両立支援対応モデル」の普及や、介護支援プランに基づいて労働者

に円滑に介護休業等を取得・職場復帰させた事業主及び新型コロナウイルス感染症への対応として家族の介護

をする労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する両立支援等助成金の活用促進を通じて、仕事と介護が

両立できる職場環境整備を図ります。

エ　次世代育成支援対策の推進

　 　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等について、各企業の実態に即

した計画の策定を支援するとともに、常用労働者数101人以上の義務企業の届出等の徹底を図り

ます。

　 　また、「くるみん」、「プラチナくるみん」の認定基準の改正と、新たなくるみん（トライくるみん）

の創設について広く周知するとともに、認定の取得促進に向けた働きかけを積極的に行います。

　 　さらに、京都府が展開する「子育て環境日本一推進会議」に参画するなど、労使団体、地方公

共団体との連携により少子化対策の更なる推進を図ります。

（2）マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援

子育てをしながら就職を希望する女性等を対象としたハローワークの専門窓口（マザーズハローワーク及びマ

ザーズコーナー）において、キッズコーナーを設置し、必要に応じ安全サポートスタッフを配置する等子ども連れ

で来所しやすい環境を整備し、個々の求職者の状況に応じ、セミナー等の実施や担当者制によるきめ細かな職業相

第4　多様な人材の活躍促進

くるみんマーク

プラチナくるみんマーク

トライくるみんマーク
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談・職業紹介を行うとともに、仕事と家庭の両立ができる求人の確保等を推進します。

また、LINEを活用し、情報発信の強化を行うとともに、オンライン職業相談の実施等、自宅でも求職活動がで

きるようサービスの向上を図ります。

さらに、地域の関係機関と密接に連携し、出張セミナー等、アウトリーチ型の支援を実施します。

（3）女性活躍推進のための行動計画に基づく企業の取組支援

令和4年4月1日より、改正女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公表

の義務が常用労働者数101人以上の事業主に拡大されたため、新たに義務化される事業主も

含め、行動計画の策定・届出・情報公表が確実に行われるよう、報告徴収等の実施により、

法の着実な履行確保を図ります。

また、企業が行動計画や自社の女性活躍に関する情報を公表するために設けている「女性

の活躍推進企業データベース」への登録を促します。

さらに、「えるぼし」認定及び「プラチナえるぼし」認定の取得を

目指す企業等に、「民間企業における女性活躍促進事業」の活用を促

すことにより、女性活躍の更なる取組を推進するとともに、「輝く女

性応援京都会議」に参画し、府内の女性活躍の機運を醸成します。

（4）不妊治療と仕事との両立支援

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針に追加された「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の

実施」について周知を図ることにより、事業主による職場環境整備を推進します。あわせて、令和4年度よりくる

みん認定等の新たな類型として創設される不妊治療と仕事の両立支援に関する認定制度の活用を促します。

また、働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）、両立支援等助成金（不妊治療両立支援コー

ス）の活用を促し、不妊治療のために利用できる休暇制度・両立支援制度の利用促進のため、職場環境の整備に取

り組む中小企業事業主を支援します。

さらに、京都府が設置する不妊専門相談センターと連携し、不妊治療と仕事の両立に関する周知啓発や相談支援

を行います。

（5）新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による特別有給休暇制度導入等への取組支援

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づく母性健康管理措置について、新型

コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ改正された「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査

に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の内容に沿って適切

な措置が講じられるよう周知徹底等を行います。

また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊娠中の女性労働者に有給の休暇を

取得させる事業主に対しては、引き続き、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金によ

る支援を行い、妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得することができる職場環境整備の推進を図ります。

2　新規学卒者等への就職支援 

新規大卒者等の支援の拠点である京都新卒応援ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター（学卒等担当）が、　

第二の就職氷河期世代をつくらないよう、大学・短期大学、高等学校および新型コロナウイルス感染症の影響を強
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く受けた分野の専修学校を、計画的に訪問して連携を強化するとともにニーズに応じた出張相談やWEB相談など

を実施することにより、積極的な支援の働きかけ等を行い、3年以内の既卒者を含む未内定学生に対して担当者制

によるきめ細かな就職支援・定着支援を行います。特に、発達障害者等コミュニケー

ション能力に困難を抱える新卒者等には、専門家とも連携した心理的サポートを含

めた支援を実施します。

また、早期離職を防止するため、学生の全期間において、労働法令やワークルー

ル、マナー等についての丁寧な指導・

援助を行うとともに、低年次から京

都の地元企業を中心とした企業の理

解促進、キャリア教育の充実を図り

ます。

3　非正規雇用労働者等へのマッチングやステップアップ支援 

（1）ハローワークの就職支援ナビゲーターによる求職者の状況に応じたきめ細かな担当者制支援

非正規雇用労働者等の早期再就職を支援するため、ハローワークに就職支援ナビゲーターを配置し、求職者担当

者制による、セミナーの受講、応募先企業の選定、応募書類やジョブ・カードの作成支援等、求職者の個々の状況

に応じた体系的かつ計画的な一貫した就職支援の強化を行います。

（2）同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等

ア　雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善を行う企業への支援

　 　短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく報告徴収等を実施することによ

り、法の着実な履行確保を図ります。あわせて、同一労働同一賃金等に取り組む先行企業の事例の収集・周知

等を実施することなどにより、非正規雇用労働者の待遇改善にかかる事業主の取組機運の醸成を図ります。

　 　また、「京都働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、労務管理等の専門家に

よる、業界別同一労働同一賃金マニュアル等を活用した窓口相談や個別訪問支援、セミナーの実施等に加え、

業種別団体等に対する支援を実施する等、きめ細やかな支援を行います。

　 　あわせて、非正規雇用労働者の待遇改善や正社員転換等を実施した事業主を支援する「キャリアアップ助成

金」について、引き続き積極的な事業主に対する周知に努めます。

イ　需給調整事業の適正な運営

　 　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき、派遣労働者の不合理な

待遇差を解消するため、各待遇決定方式の実施状況や関係書類の整備について派遣元及び派遣先に対する指導

監督を重点的に行い、法の着実な履行確保を図ります。　

　 　あわせて、職業紹介事業者及び募集情報等提供事業者等について、不適切な事案に対しては職業安定法に基

づき必要な助言・指導を実施します。

ウ　無期転換ルールの円滑な運用

　 　無期転換ルールを認知していない企業や労働者が一定数存在することを踏まえて、無期転換ルールの円滑な

運用のための周知徹底等を行います。



─ 9 ─

（3）公的職業訓練を活かした再就職支援

職業能力の向上を図り再就職や転職に結びつける公的職業訓練は、企業や地域の人材ニーズに対応できる優れた

マッチングツールであるため、職業能力や技能等が不足している求職者に対し、確

実に訓練を受けられるよう、ハローワークの職業相談窓口において公的職業訓練の

受講を積極的に提案し、受講あっせんを行います。あわせて、新型コロナウイルス

感染症の影響により、やむを得ず離職した方の再就職を促進するため、就職に必要

な技能及び知識を習得するための求職者支援制度の積極的な活用を推進します。

また、訓練修了後の早期再就職を支援するため、職業相談、求人情報の提供、訓

練内容に適合したセミナー・企業説明会を開催します。

さらに、公的職業訓練の府民の理解と制度の活用を図るため、「ハロトレポスター

デザインコンテスト」を開催し、最優秀作品を駅、公共施設、商業施設へ掲示する

など、積極的な周知・広報を行います。

（4）フリーターへの就職支援

フリーター（35歳未満で正社員就職を希望する求職者）を対象に、京都わかものハローワーク等において、就

職支援ナビゲーターの担当者制による個別相談の実施、各種セミナーや職業訓練への誘導、就職後の定着支援を実

施するなど、正社員就職に向けきめ細やかな就職支援に取り組みます。

（5）離職者を試行雇用する事業主への支援

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者に

対し、試行雇用期間中の賃金の一部を助成するトライアル雇用助成金を活用することで、安定的な早期再就職支援

を図ります。

（6）地方公共団体と連携したハローワークにおける生活困窮者等に対する就労支援

生活保護受給者や生活困窮者等の就労による自立を促進するため、ハローワークにおいて、地方公共団体との協

定等に基づき、福祉事務所・自立相談支援機関等への巡回相談を行います。

4　就職氷河期世代の活躍支援 

（1） ハローワークの専門窓口における専門担当者のチーム制による  
就職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援

ハローワーク西陣烏丸御池庁舎及び京都ジョブパークハローワークコーナーに設

置している専門窓口（就職氷河期世代サポートコーナー）において、不安定な就労

状態にある方一人ひとりが置かれている複雑な課題・状況を踏まえ、専門担当者に

よるチームを結成し、個別の支援計画に基づき、キャリアコンサルティング、生活

設計面の相談、必要な能力開発施策へのあっせん、求職者の適性・能力等を踏まえ

た求人開拓、就職後の定着支援などを計画的かつ総合的に実施します。

また、ハローワークは、担当者制によるきめ細かな就職支援を実施するとともに、
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就職氷河期世代限定・歓迎求人の確保及び充足のための取組を積極的に実施します。

あわせて、就職氷河期世代サポートコーナーや助成金等の各種支援策を紹介する動画を京都労働局ホームページ

に掲載し広報を行います。

（2）就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い入れる企業への助成金等の活用

事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の活用促進により、就職氷河期世代の正社員就職を推進します。

また、安定的な就職が困難な求職者に対し、一定期間試行雇用する事業主を助成（トライアル雇用助成金）し、

適性や業務遂行能力の見極めなど、求職者と求人者の相互理解を促進することによって、就職氷河期世代の支援を

推進します。

（3）地域若者サポートステーションを通じた継続的な支援

就職氷河期世代を含めた就労にあたって課題を有する無業者が、職業的自立をす

ることによって充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、

地方公共団体と共同した地域若者サポートステーション事業を実施し、より一層の

無業者に対する職業的自立支援を推進します。

（4）短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援

就職氷河期世代の方向けに創設した「短期資格等習得コース」において、短期間

で取得でき、安定就労につながる資格等の習得を支援するため、業界団体等に委託

し、訓練と職場体験等を組み合わせ、正社員就職を支援する出口一体型の訓練を実

施します。

また、当該訓練を職業訓練受講給付金の給付対象とし、安心して受講できるよう支援します。

（5）就職氷河期世代の活躍支援のための都道府県プラットフォームを活用した支援　

官民協働で就職氷河期世代の活躍支援に取り組む「京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」において、

支援策の周知広報、企業説明会の開催等を通じ、就職氷河期世代の雇入れや正社員化等の支援に取り組むとともに、

雇入れ等に係る好事例の収集・発信を行います。

また、関係機関の各種支援策を紹介する動画を京都労働局ホームページに掲載し広報を行います。

5　高齢者の就労・社会参加の促進 

（1）70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援

70歳までの就業機会確保に向けた環境整備を図るため、65歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導入等に向

けた啓発を計画的に実施するほか、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援（高年齢労

働者処遇改善促進助成金）を行います。

また、高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「高障求機構」という。）において実施している65歳超雇用推進

助成金や65歳超雇用推進プランナー等による支援が必要と判断される場合には、高障求機構京都支部へ支援を要

請する等、効果的な連携を行います。
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（2）ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援

65歳以上の再就職支援を重点的に取り組むため、ハローワークに設置する「生涯現役支援窓口」において、高

齢者のニーズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる効果的なマッチング支援を行います。

また、高齢求職者の多様な就業ニーズに対応するため、臨時的又は軽易な就業を希望する高年齢者には、シルバー

人材センターへの誘導を行うなど効果的な連携を図ります。

（3）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

高年齢労働者の安全・健康確保のため、「高年齢労働者の労働災害防止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）の周知とともに、中小企業による取組を支援するための補助金（エイジフレンドリー補助金）

の周知を図ります。

6　障害者の就労促進 

（1）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等

ハローワークと地域の関係機関が連携し、特に、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している障害者雇用0

人企業を中心に、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫したチーム支援を実施するほか、障害に対する理

解促進のためのセミナー等を実施する等中小企業をはじめとした障害者の雇入れに関する支援等を強化します。

（2）精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

精神・発達障害者雇用トータルサポーター及び難病患者就職サポーターの活用による就労支援のほか、関係機関

等との連携により、多様な障害特性に対応した就労支援を実施します。

また、トライアル雇用助成金制度等の活用により就職を促進するとともに、就職後の定着に向けた企業支援を実

施します。

特に、大学等における発達障害者等の増加を踏まえ就職活動に際して専門的な支援が必要な学生等に対して、大

学等と連携して支援対象者の早期把握を図るとともに、就職準備から就職・職場定着までの一貫した支援を行いま

す。

障害者の雇用状況の推移 （令和３年６月１日現在）



─ 12 ─

また、障害者の職業訓練については、公共職業訓練の活用による障害者の職業能力開発の推進が図られるよう、

労働局及びハローワークにおいて、京都府等と連携のうえ、障害者の職業訓練の周知や受講勧奨等を実施し、京都

障害者高等技術専門校における職業訓練や障害者委託訓練等を実施します。　　　　　

（3）障害者の雇用を促進するためのテレワークの支援

障害者をテレワークにより雇用したいと考えている事業所等に対しては、厚生労働省が委託して実施する企業向

けのガイダンス及びコンサルティングに誘導することを通じて、障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進

を図ります。

（4）公務部門における障害者の雇用促進・定着支援

公務部門において雇用される障害者の雇用促進・定着支援を引き続き推進するため、障害特性に応じた個別支援

を実施します。また、障害に対する理解促進のための研修等を行います。

7　外国人に対する支援 

（1）外国人求職者等に対する就職支援

ア　外国人留学生等に対する相談支援の実施

　 　京都新卒応援ハローワークに設置している留学生コーナー等において、留学生に在留資格の相談・支援や面

接会等の対策セミナーを実施するほか、積極的なマッチングを行うなど就職支援を強化します。

　 　また、留学生を採用する予定の企業に対して各種セミナーを実施するほか、留学生の府内中小企業への就職

を推進するため、企業説明会等を定期的に開催するなど中小企業の広報活動を支援することで、府内就職の選

択肢拡大を図ります。　

イ　定住外国人等に対する相談支援の実施

　 　外国人雇用サービスコーナー等において、専門相談員による職業相談や、個々の外国人の特性に応じた求人

開拓を行い、早期再就職支援及び安定的な就労の確保に向けた支援を実施します。

ウ　外国人就労・定着支援事業の実施

　 　日系人等の定住外国人について、日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上やビジネスマナー等に

関する知識の習得を通じ、安定的な就職と職場への定着が可能となるよう、受託事業者と連携の上、事業参加

者に対する就職支援等を実施します。

外国人雇用事業所及び外国人労働者数の推移
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（2）ハローワーク等における多言語相談支援体制の整備

職業相談窓口に適正に通訳員を配置するとともに、電話通訳・多言語音声翻訳機器等の活用や、外国人求職者へ

の多言語による情報発信等により、多言語による相談支援体制の整備を図ります。

（3） 外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施、外国人労働者の雇用管理改善
に取り組む企業への支援

外国人労働者に対する適正な雇用管理の確保を図るため、事業所訪問等による雇用管理状況の確認、改善のため

の助言・援助等を行うとともに、雇用維持のための相談・支援等を実施します。

また、外国人が自らの労働条件等を十分に理解し、適正な待遇の下で就労を継続し、その能力を発揮できるよう、

外国人を雇用する事業主の雇用管理改善の取組に対する助成金（人材確保等支援助成金）の活用を推進します。

8　公正な採用選考システムの確立 

企業内人権啓発推進員の設置拡大を目指し、企業に働きかけを行うとと

もに、企業内人権啓発推進員制度が効果的に機能するよう研修内容の充実、

研修会への参加勧奨に努めます。

また、公正な採用選考の実施や求職者の個人情報の適正な取扱いのほか、

同和問題やLGBT等に対する理解促進に向けて、あらゆる機会を活用し、周

知啓発に努めます。

さらに、部落差別解消推進法の周知徹底に努めます。
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1　柔軟な働き方がしやすい環境整備 

（1）良質なテレワークの導入・定着促進

雇用型テレワークについて、適正な労務管理下における良質なテレワークの定着促進を図るため、引き続き、様々

な機会を捉え、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の周知を行うとともに、「人材確

保等支援助成金（テレワークコース）」の中小企業事業主への活用を促すための周知を図ります。

また、「京都府テレワーク推進センター」や総務省と連携して設置する「テレワーク相談センター」の紹介を行

うなど、緊密な連携を図ります。

（2）フリーランスと発注者との契約のトラブル等に関する関係省庁と連携した相談支援

フリーランスの方から発注者等との契約等のトラブルについての相談があった際には、「フリーランスとして安

心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を踏まえ、「フリーランス・トラブル110番」を紹介するなど

適切に対応します。

また、フリーランスとして業務を行っていても、労働基準法等における労働者に該当する場合には、実態を踏ま

えて個別に判断した上で、引き続き必要な保護を図ります。

（3）副業・兼業を行う労働者の健康確保に取り組む企業等への支援等

副業・兼業を行う労働者の健康確保に向けた取組が進むよう、一般健康診断等による健康確保に取り組む企業に

対する助成金（副業・兼業労働者の健康診断助成金）等の支援事業を周知します。

また、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したいなどの希望を持つ労働者が、希望に応じて幅広く副

業・兼業を行える環境の整備に向けて、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等について、わかりやすい解

説パンフレットを活用して周知等を行います。

（4）ワーク・ライフ・バランスを促進する休暇制度・就業形態の導入支援による  
　　多様な働き方の普及・促進

選択的週休3日制度も含め、働き方・休み方改革に取り組んでいる企業の好事例の紹介を行うとともに、多様な

正社員（勤務時間限定正社員、勤務地限定正社員、職務限定正社員）制度について、事例の提供等による更なる周

知等を行います。

2　安全で健康に働くことができる環境づくり 

（1）職場における感染防止対策等の推進

新型コロナウイルス感染症の職場における感染防止対策の推進を徹底するため、引き続き「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」等を活用した取組の周

知を図ります。

第5　誰もが働きやすい職場づくり
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また、高年齢労働者の感染防止対策等の推進のため、社会福祉施設など利用者等と密に接する業務を簡素化する

ための設備的対策に要する経費の補助金（エイジフレンドリー補助金）制度の周知を図ります。

（2）長時間労働の抑制

ア　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企

業・小規模事業者に対して助成（働き方改革推進支援助成金）

を行うとともに、働き方・休み方改善ポータルサイトを通じ

た企業の改善策の提供と好事例の紹介、働き方・休み方改善

コンサルタントによる専門的な助言・指導等を行います。

　 　また、京都働き方改革推進支援センターによるワンストッ

プ相談窓口において、関係機関等と連携を図りつつ、窓口相

談や個別訪問支援、セミナーの実施等に加え、業種別団体等

に対する支援を実施する等、きめ細やかな支援を行います。

　 　さらに、監督署の「労働時間相談・支援班」において、説

明会の開催や中小規模の事業場への個別訪問により、平成

31年4月1日から順次施行された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中心としたきめ細やかな相談・支援等

を行います。

イ　勤務間インターバル制度の導入促進

　 　勤務間インターバル制度について、導入マニュアルや中小企業が活用できる働き方改革推進支援助成金を活

用して、長時間労働が懸念される企業等への導入促進を図ります。

ウ　長時間労働の抑制に向けた監督指導等

　 　長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時間数が1

か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場及び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に対する監督指導を引き続き実施します。

　 　過労死等の防止のための対策については、過労死等防止対策推進法及び同法に基づき定めた「過労死等の防

止のための対策に関する大綱」（令和3年7月30日閣議決定）並びに「過労死等の防止のための対策に関する

大綱の変更について」（令和3年7月30日付基発0730第1号）により、労働行政機関等における対策とともに、

民間団体の活動に対する支援等の対策を効果的に推進します。
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エ　長時間労働につながる取引環境の見直し

　 　大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止については、11月の「しわ

寄せ防止キャンペーン月間」に、集中的な周知啓発を行うなど、引き続き、「大企業・親事業者の働き方改革

に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止のための総合対策」に基づき、関係省庁と連携を図りつつ、そ

の防止に努めます。

　 　働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善のため、監督指導の結果、下請中小企業

等の労働基準関係法令違反の背景に、親事業者等の下請代金支払遅延等防止法等の違反が疑われる場合には、

中小企業庁、公正取引委員会及び国土交通省に確実に通報します。

オ　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（以下「年休」という。）の取得促進に向けて、年休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うとともに、10月の「年次有給休暇取得促進期間」や、年休を取得しやすい時季に集中

的な広報を行います。

　 　また、学校休業日の分散化（キッズウィーク）等に合わせて年休が取得できるよう取り組むとともに、病気

休暇、ボランティア休暇等の特別休暇についても、企業への導入促進を図ります。

カ　労働施策総合推進法に基づく協議会等について

　 　労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づく「京都働き

方改革連絡協議会」を開催し、中小企業・小規模事業者の働き方改革を円滑に進めていくとともに、地方版政

労使会議である「京都労働経済活力会議」に参画し、地域における若者や非正規雇用労働者等の労働環境や処

遇の改善等に向けた機運の醸成と連携を図ります。

（3）労働条件の確保・改善対策

ア　法定労働条件の確保等

　 　管内の実情を踏まえつつ、事業場における基本的労働条件の枠組み及び管理体制の確立を図らせ、これを定

着させることが重要であり、労働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大又は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」を周知徹底し、監督

指導において当該ガイドラインに基づいて労働時間管理が行われているか確認し、賃金不払残業が認められた

場合には、その是正を指導します。

　 　さらに、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円

滑化施策パッケージ」に基づき、政府一体となって取組を進めることとされているところであり、最低賃金・

賃金支払の徹底と賃金引上げに向けた環境整備等に取り組みます。

　 　加えて、労働条件に関する悩みの解消に役立つポータルサイト「確かめよう労働条件」の活用を促進すると

ともに、同ポータルサイトで案内している高校生・大学生等に対する労働法教育に係るセミナーや、高校・大

学の教員等に対する労働法の教え方に関するセミナー及び指導者用資料について周知を行います。
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イ　特定の労働分野における労働条件確保対策の推進

　 　技能実習生を含めた外国人労働者、自動車運転者、障害者、介護労働者、派遣労働者及び医療機関の労働者

の労働環境を適正なものとするため、関係機関との連携のもと労働基準関係法令の遵守の徹底を図ります。

ウ　「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、その防止に向けた周知・啓発を図るとともに、引き続き、労災補償担当部署、

監督・安全衛生担当部署、及び全国健康保険協会京都支部とで連携を図りつつ、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

ア　第13次労働災害防止推進計画重点業種等の労働災害防止対策の推進

　 　重点業種を中心とした労働災害防止の

取組を推進するとともに、高年齢労働者

の増加などの就業構造の変化や、業種横

断的に多発している転倒災害、腰痛、熱

中症等、災害発生状況を踏まえた対策に

取り組みます。

（ア）小売業、社会福祉施設について

　 　「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・

無理な動作」など、職場における労働者

の作業行動を起因とする労働災害（行動

災害）について、管内のリーディングカ

ンパニー等を構成員とする協議会の設

置・運営、企業における自主的な安全衛生活動の

導入を支援する取組等により、管内全体の安全衛

生に対する機運醸成を図ります。

（イ）陸上貨物運送事業について

　 　引き続き「荷役作業の安全対策ガイドライン」

に基づく取組の促進を図ります。

（ウ）建設業について

　 　墜落・転落災害防止対策の強化など建設工事に

おける労働災害防止対策の促進、特に墜落制止用

器具の着用の徹底を図ります。

　 　また、中小の建設業者の安全衛生管理能力の向上に向けた支援など、建設工事従事

者の安全及び健康確保対策の推進を図ります。

（エ）製造業について

　 　機械災害の防止のため、「危険性又は有害性等の調

査等に関する指針」及び「機械の包括的な安全基準に

関する指針」に基づき、製造時及び使用時のリスクア

セスメント、残留リスクの情報提供の確実な実施を促

進します。

京都労働局第13次労働災害防止推進計画
～ 労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現にむけて ～

計画の目標

○ 12次防期間内と比較して、本推進計画期間内の死亡者数を15％以上減少させる。

○ 2017年と比較して、2022年までに休業4日以上の死傷者数を5％以上減少させる。

○ 重点とする業種の目標

○ 上記以外の目標については、以下のとおりとする。

①メンタルヘルス対策に取り組んでいる労働者50人以上の事業場の割合を90％以上（ストレスチェック

に取り組んでいる事業場83.9％：2017集計）とする。

②保健衛生業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに減少させる。

③本推進計画期間の職場での熱中症による死傷者数を12次防期間と比較して、減少させる。

12次防期間 83名 13次防期間 70名

2017年 2,430名 2022年 2,308名

表1 業種別目標（死亡災害）

計画期間：平成29年度から令和4年度（2018年度～2022年度）までの５か年
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労働災害発生状況（平成29 年～令和４年）
死傷災害（休業4日以上）
死亡

（５％以上減少）

（2017 年）（2018 年）（2019 年）（2020 年）（2021 年）（2022 年）

目標値

基準値

（１月末速報値）

（死傷者数） （死亡者数）

（新型コロナウィルス
感染症関係 274 件）

（   ） 

※括弧書きは１月末速報の数値 

（2263 ） （2231 ） （2221 ） （2293 ） 
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（オ）林業について

　 　「チェーンソーによる伐木作業等の安全に関するガイドライン」に係る安全対策の充実などにより、労働災

害防止対策の促進を図ります。

イ　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

　 　高年齢労働者の安全・健康確保のため、「高年齢労働者の労働災害防止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）の周知とともに、中小企業による取組を支援するための補助金（エイジフレンドリー

補助金）等の周知を図ります。

ウ　産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進

　 　長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないようにする

ため、産業医・産業保健機能の強化、医師による面接指導の対象となる労働者の要件の拡大等や、ストレスチェッ

ク制度をはじめとするメンタルヘルス対策などの取組が各事業場で適切に実施されるよう、引き続き指導等を

行います。

　 　また、「事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づく健康保持増進の取組が進むよう、

その好事例や取組方法等を示す手引き及び助成金（健康保持増進計画助成金）等の周知を図ります。

　 　さらに、中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援するため、京都産業保健総合支援センター（以下「産

保センター」という。）が行う支援制度や助成金等のほか、産保センターの地域窓口（地域産業保健センター）

による小規模事業場への医師等の訪問支援について周知を図ります。

エ　新たな化学物質規制の周知、石綿ばく露防止対策の徹底

　 　「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」を踏まえ現在検討中の新たな化学物質規

制に係る労働安全衛生関係法令について、その円滑な実施のため周知を図ります。

　 　金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」については、改正特定化学物質障害予防規則を関係事業者等

へ引き続き周知を行い、同規則に基づく措置の徹底を図ります。

　 　また、建築物等の解体・改修作業等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1日に改正

された石綿障害予防規則に基づく措置として、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等作業時におけるばく露防止措置の徹底、及びリフォー

ム等も含む発注者への制度の周知を図ります。

　 　さらに、本年1月19日から施行された建設アスベスト給付金制度の周知啓発を図るとともに、懇切丁寧な相

談支援を行います。

製造業
433
16% 運輸業

405
15%

商業
358
14%

保健衛生業
597
23%

建設業
253
10%

その他
564
22%

令和３年
業種別労働災害発生状況
（令和４年１月末速報値）
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落
15%
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32%

令和３年
事故型別労働災害発生状況
（令和４年１月末速報値）
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オ　安全衛生水準の向上

　 　企業が積極的に労働安全衛生対策を進める環境を整備するためには、経営層を含めた意識改革が重要である

ことから、以下の取組を行います。

（ア） 労働災害防止関係団体等と連携して「京都ゼロ災3か月運動」、「京都安全衛生大会」、「全国安全週間」、「全

国労働衛生週間」、「年末年始無災害運動」等の取組の積極的な展開を図ります。

（イ） 労働安全衛生水準の高い企業を評価・認定し、厚生労働省のHP等に広く企業名を公表す

る「安全衛生優良企業公表制度」について、引き続き周知を行います。

（5）迅速かつ公正な労災保険給付

ア　労災保険給付の迅速・適正な処理

　 　労災保険給付の請求については、標準処理期間内に完結する迅速な事務処理を行うとともに、認定基準等に

基づいた適正な認定を行います。特に社会的関心が高い過労死等事案をはじめとする複雑事案は、認定基準等

に基づき、迅速・適正な事務処理を一層推進していきます。そのほか、労災保険の特別加入については、令和

3年9月より、自転車を使用して行う貨物の運送の事業及びITフリーランスを対象業種として追加したところ

であり、引き続き、適正な運用を行います。

　 　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ものであると認められる場合には、労災保険給

付の対象となること等について積極的に周知を行います。なお、新型コロナウイルス感染症に関する保険給付

の額をメリット収支率に反映させない措置を講じることから、適正な運用を行います。

　 　さらに、労災保険の窓口業務については、引き続き、相談者等に対する丁寧な説明や請求人に対する処理状

況の連絡等の実施を徹底してまいります。

イ　過労死等事案に係る的確な労災認定等

　 　令和3年における過労死等事案の労災請求は、精神障害事案は58件（前年81件）、脳・心臓疾患事案は18件（前

年24件）であり、近年、高止まりの状況が続いています。

　 　このような中、監督署の労災補償担当部

署では、労働局・監督署の管理者による適

切な進行管理の下で、労災請求から認定ま

での各段階において監督・安全衛生担当部

署と密接に連携して対応します。

　 　このほか、石綿関連疾患に係る労災認定

及び石綿救済制度等の周知、懇切・丁寧な

窓口対応等、引き続き迅速かつ公正な労災

保険給付を徹底します。

（6）総合的なハラスメント対策の推進

ア　職場におけるハラスメント等に関する雇用管理上の防止措置義務の履行確保

　 　令和4年4月1日より、中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務化されたことを踏まえ、パワー

ハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し

厳正な指導を実施すること等により法の履行確保を図ります。

　 　また、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、事業主に対して、「ハラスメント相談窓口担当者等

向け研修事業」やウェブサイト「あかるい職場応援団」の各種ツールの活用を促すための周知を行います。
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イ　就職活動中の学生等に対するハラスメント対策等の推進

　 　就職活動中の学生等に対するハラスメントについては、事業主に対して、ハラスメント防止指針に基づく「望

ましい取組」の周知徹底を図り、自主的な取組を促します。

　 　また、学生等に対しては、相談先等を記載したリーフレットを活用し、学生等が一人で悩むことがないよう

支援しつつ、学生等からの相談等により事案を把握した場合は、事業主に対して適切な対応を求めます。

ウ　職場におけるハラスメント等への周知啓発の実施及びカスタマーハラスメント対策等の推進

　 　職場におけるハラスメントの撲滅に向け、12月の「ハラスメント撲滅月間」を活用し、事業主等への周知

啓発を実施します。

　 　また、カスタマーハラスメントの防止対策を推進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを

活用して、企業の取組を促します。

（7）労働関係紛争の早期解決の促進　

労働条件等のあらゆる労働問題に関してワンストップで対応するため、総合労働相談コーナーの相談体制の整備

を図るとともに、京都労働局長による助言・指導の実施や紛争調整委員会によるあっせんにより、個別労働紛争の

早期解決を図ります。

相談件数の推移

民事上の個別労働紛争相談内容別の件数
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3　最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進 

（1）最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援

最低賃金・賃金の引上げには、特に中小企業・小規模事業者の生産性向上が不可欠であり、業務改善助成金の積

極的活用を一層促進し、業務改善や生産性向上に係る企業のニーズに応え、賃金引上げを支援します。

また、日本政策金融公庫による働き方改革推進支援資金についてもあわせ

て活用するよう、引き続き周知を図ります。

さらに、京都働き方改革推進支援センターによるワンストップ相談窓口に

おいて、生産性向上等に取り組む事業者等に対して支援を行います。

（2）最低賃金制度の適切な運営

経済動向及び地域の実情などを踏まえつつ、京都最低賃金審議会の円滑な

運営を図ります。

また、最低賃金額の改定等については、使用者団体、労働者団体及び地方

公共団体等の協力を得て、使用者・労働者等に周知徹底を図るとともに、最

低賃金の履行確保上問題があると考えられる業種等を重点とした監督指導等

を行います。

4　治療と仕事の両立支援 

疾病を抱える労働者が治療を行いながら仕事を継続することができるように、　必要な就業上の措置が行われる

よう以下の取組を行います。

（1）ガイドライン等の周知啓発

産保センターと連携して、あらゆる機会を捉え、平成31年3月に改訂した「事業場における治療と仕事の両立支

援のためのガイドライン」及び「企業・医療機関連携マニュアル」の周知を行います。

また、治療と仕事の両立支援に取り組む事業者に対する助成金制度（治療と仕事の両立支援助成金）について、

その周知、利用勧奨を行います。

（2）地域両立支援推進チームの運営

労働局が事務局となっている「京都府地域両立支援推進チーム」の活動を通して、両立支援に係る関係施策の横

断的な取組の促進を図ります。

（3）トライアングル型サポート体制の構築

「京都府地域両立支援推進チーム」を通じて地域の関係者に両立支援コーディネーターの役割についての理解の

普及を図るとともに、労働者健康安全機構で開催する養成研修の周知・受講勧奨を図ることにより、主治医、事業

者・産業医と患者に寄り添う両立支援コーディネーターのトライアングル型サポート体制を推進します。

また、がん患者等に対する就労支援については、ハローワークとがん診療連携拠点病院等が連携し、出張相談を

実施します。
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人事、会計、給与、情報公開、個人情報保護
などの業務
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人事、会計、給与、情報公開、個人情報保護
などの業務

京都労働局の組織と業務内容
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労働管内基準監督署・公共職業安定所一覧

京都上労働基準監督署
☎ 075-462-5111

〒 604-8467
　京都市中京区西ノ京大炊御門町 19 番 19

管轄
区域

京都市のうち北区、上京区、左京区、中京区、
右京区及び西京区

京都下労働基準監督署
☎ 075-254-3195

〒 604-8007
　京都市下京区四条通東洞院東入
　立売西町 60 番地　日本生命四条ビル 5 階
　　　　　　　　　（令和 4 年 6 月移転予定）

管轄
区域

京都市のうち東山区、山科区、下京区及び南区、
向日市、長岡京市、乙訓郡

京都南労働基準監督署
☎ 075-601-8321

〒 612-8108
　京都市伏見区奉行前町 6 番地

管轄
区域

京都市のうち伏見区、宇治市、城陽市、八幡市、
京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡

福知山労働基準監督署
☎ 0773-22-2181

〒 620-0035
　福知山市内記 1 丁目 10-29
　福知山地方合同庁舎 4 階

管轄
区域 福知山市、綾部市

舞鶴労働基準監督署
☎ 0773-75-0680

〒 624-0946
　舞鶴市字下福井 901 番地
　舞鶴港湾合同庁舎 6 階

管轄
区域 舞鶴市

丹後労働基準監督署
☎ 0772-62-1214

〒 627-0012
　京丹後市峰山町杉谷 147-14

管轄
区域 京丹後市、宮津市、与謝郡

園部労働基準監督署
☎ 0771-62-0567

〒 622-0003
　南丹市園部町新町 118-13
　園部労働基準監督署内

管轄
区域 亀岡市、南丹市、船井郡

京都西陣公共職業安定所

　（本所庁舎）　　　☎ 075-451-8609
〒 602-8258　
　京都市上京区大宮通中立売下ル　和水町 439-1
　（烏丸御池庁舎）　☎ 075-255-1161
〒 604-0845　
　京都市中京区烏丸御池上ル西北角
　明治安田生命京都ビル 1 階

管轄
区域

京都市のうち北区、上京区、左京区、中京区、
右京区及び西京区、亀岡市、南丹市、船井郡

（園部出張所）
☎ 0771-62-0246

〒 622-0001　
　南丹市園部町宮町 71 番地

管轄
区域

（亀岡市、南丹市、船井郡、京都市右京区のうち
京北各町）

京都七条公共職業安定所
☎ 075-341-8609 〒 600-8235

　京都市下京区西洞院通塩小路下ル
　東油小路町 803

管轄
区域

京都市のうち東山区、山科区、下京区及び南区、
向日市、長岡京市、乙訓郡

京都障害者職業相談室
☎ 075-341-2626

管轄
区域

障害者雇用に係る支援・サービス（京都西陣、
京都七条、伏見及び宇治所管内）

伏見公共職業安定所
☎ 075-602-8609

〒 612-8058
　京都市伏見区風呂屋町 232

管轄
区域 京都市のうち伏見区、八幡市

宇治公共職業安定所
☎ 0774-20-8609

〒 611-0021
　宇治市宇治池森 16-4

管轄
区域

宇治市、城陽市、久世郡、綴喜郡のうち宇治田
原町

京都田辺公共職業安定所
☎ 0774-65-8609

〒 610-0334
　京田辺市田辺中央 2 丁目 1-23

管轄
区域

京田辺市、木津川市、綴喜郡のうち井手町、相
楽郡

（木津出張所）
☎ 0774-73-8609

〒 619-0214
　木津川市木津駅前 1 丁目 50 番地
木津地方合同庁舎 1 階

管轄
区域

（木津川市、相楽郡のうち笠置町、和束町、
南山城村）

福知山公共職業安定所
☎ 0773-23-8609

〒 620-0933
　福知山市東羽合町 37

管轄
区域 福知山市、綾部市

（綾部出張所）
☎ 0773-42-8609

〒 623-0053
　綾部市宮代町宮ノ下 23

管轄
区域 （綾部市）

舞鶴公共職業安定所
☎ 0773-75-8609

〒 624-0937
　舞鶴市字西小字西町 107-4

管轄
区域 舞鶴市

峰山公共職業安定所
☎ 0772-62-8609

〒 627-0012
　京丹後市峰山町杉谷 147-13

管轄
区域 京丹後市、宮津市、与謝郡

（宮津出張所）
☎ 0772-22-8609

〒 626-0046
　宮津市字中ノ丁 2534
　宮津地方合同庁舎 1 階

管轄
区域 （宮津市、与謝郡）
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京都労働局管内　総合労働相談コーナー一覧

京 　 都 　 駅 　 前
総合労働相談コーナー

〒 600-8216
　京都市下京区西洞院通塩小路上ル
　東塩小路町 608-9 
　日本生命京都三哲ビル 8F

☎ 0120(829)100
（京都府内限定）

☎ 075(342)3553　

京　都　労　働　局
総合労働相談コーナー

〒 604-0846
　京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451 ☎ 075(241)3221

京　　　都　　　上
総合労働相談コーナー

〒 604-8467
　京都市中京区西ノ京大炊御門町 19 番 19
　京都上労働基準監督署内

☎ 075(462)5112

京　　　都　　　下

　総合労働相談コーナー

〒 604-8007
　京都市下京区四条通東洞院東入
　立売西町 60 番地　日本生命四条ビル 5 階
　　　　　　　　　（令和４年６月移転予定）
　京都下労働基準監督署内

☎ 075(254)3196

京　　　都　　　南
総合労働相談コーナー

〒 612-8108
　京都市伏見区奉行前町 6 番地
　京都南労働基準監督署内

☎ 075(601)8322

福　　　知　　　山
総合労働相談コーナー

〒 620-0035
　福知山市内記 1 丁目 10-29
　福知山地方合同庁舎 4 階
　福知山労働基準監督署内

☎ 0773(22)2181

舞　　　　　　　鶴
総合労働相談コーナー

〒 624-0946
　舞鶴市字下福井 901 番地
　舞鶴港湾合同庁舎 6 階
　舞鶴労働基準監督署内

☎ 0773(75)0680

丹　　　　　　　後
総合労働相談コーナー

〒 627-0012
　京丹後市峰山町杉谷 147-14
　丹後労働基準監督署内

☎ 0772(62)1214

園　　　　　　　部
総合労働相談コーナー

〒 622-0003
　南丹市園部町新町 118-13
　園部労働基準監督署内

☎ 0771(62)0567



京都の労働行政
令和4年度　京都労働局行政運営方針

厚生労働省京都労働局・労働基準監督署・公共職業安定所
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/home.html

京都の労働行政
令和4年度　京都労働局行政運営方針

厚生労働省京都労働局・労働基準監督署・公共職業安定所
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/home.html




