
令和４年度の重点施策

1 労働者が安心して働くことができる職場環境づくり
(1) ⾧時間労働の抑制
(2) 労働条件の確保・改善対策の推進
(3) 労働者の安全と健康確保対策の推進
(4) 最低賃金制度の適切な運営
(5) 労災補償の適正な実施
(6) 労働保険適用徴収の適正な運営

2 オンラインによる職業紹介の推進と多様な人材の活躍促進
(1) オンライン化に即した職業紹介の充実・強化
(2) 新規学卒者等に対する就職支援
(3) 就職氷河期世代の活躍支援
(4) 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
(5) 高齢者の就労・社会参加の促進
(6) 障害者の就労促進

3 誰もが働きやすい活力ある雇用環境の整備
(1) 女性活躍・男性の育児休業取得等の促進
(2) 総合的なハラスメント対策の推進

0

令和４年度 労働行政のと り く み
誰もが安心して将来に希望を持って働くために!

厚生労働省 新潟労働局
労働基準監督署・ハローワーク



長時間労働の抑制

労働者が安心して働くことができる職場
環境づくり

1

１
● 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時間を超えると考えられる事業場及び長時間にわたる過重労働
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重点的な監督指導を引き続き実施
します。

● 時間外・休日労働に関する労使協定（36協定）が届けられた場合に、「労働基準法第36条
第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針
」等に基づき、必要な指導を行います。

● 違法な長時間労働や過労死等を複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する労働局
長による指導及び企業名公表制度の運用等を的確に行います。
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● 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
とが重要であることから、労働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大・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。

● 「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
底するとともに、指導時に当該ガイドラインに基づいて労働時間管理が適正に行われている
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。

● 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、指導の結果、下
請け中小企業等の労働基準関係法令違反の背景に、親事業場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、また労働基準関係法令違反が認められなくても、賃金引上げの阻
害要因として「買いたたき」等が疑われる事案については、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。

● 技能実習生や特定技能外国人などの外国人労働者、自動車運転者、障がい者、介護労働者、
派遣労働者など特定の職種等における労働条件確保・改善のため、指導を通じた労働基準関
係法令の遵守や事業主に対する啓発・指導を推進するとともに、関係機関との相互通報制度
を確実に運用します。

労働条件の確保・改善対策の推進２



労働者の安全と健康確保対策の推進３
(1) 労働災害の防止対策

第13次労働災害防止計画の目標達成に向けて、死亡災害等重篤度の高い労働災害等を減
少させるため、建設業、製造業、陸上貨物運送事業、社会福祉施設、小売業及び飲食店等
を中心に、災害防止対策（改正法令等周知含む）を推進するとともに、業種横断的に、転
倒災害防止対策、交通労働災害防止対策、高齢者、外国人労働者等の労働災害防止対策等
を推進します。
また、降積雪期における労働災害防止対策について周知し、啓発指導を行います。

(2) 健康確保対策
● 職場における感染症防止対策の推進

取組の５つのポイント」「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」等を活用した取組を推進します。

● メンタルヘルス対策の推進
ストレスチェック制度の実施の徹底等を図るため、新潟産業保健総合支援センター等関

係機関との連携のもと、引き続き取組事業場の割合を高めるとともにストレスチェック結
果の集団分析及びこれを活用した事例の周知や、小規模事業場においては、助成金制度の
利用勧奨を行います。

● 化学物質等による健康障害防止対策
化学物質取扱事業者に対し、化学物質のリスクアセスメント実施のための指導を行いま

す。特に、化学物質取扱事業場における使用状況の把握等基礎資料の整備に努めるととも
に、特殊健康診断の実施、作業環境測定の実施等関係法令遵守の徹底を図ります。
また、石綿事前調査結果報告システムの周知と適切な運用等石綿ばく露防止対策を推進

します。
● 職業性疾病対策

職業性疾病等の予防対策においては、第9次粉じん障害防止総合対策の推進のほか、熱中
症予防対策を推進します。

冬季無災害運動のリーフレット
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(3) 自主的な安全衛生活動の推進
● 労働災害を防止するため、労働者の危険感

受性の向上に加え、リスクアセスメントによ
る自主的なリスク低減措置を実施することの
重要性を広く発信します。

● 新潟ゼロ災宣言運動の展開、安全衛生優良
企業公表制度における認定等により、企業の
自主的な安全衛生活動の促進を図ります。

(4) 労働災害防止団体、業界団体等との連携
安全衛生の推進に当たっては、労働災害防止

団体、業界団体等と連携・協働し、効率的・効
果的に取り組みます。

安全衛生優良企業公表制度

安全衛生優良企業制度のマーク

最低賃金制度の適切な運営４

(1) 中小企業・小規模事業者の生産性向上の支援
賃金引上げに向けた生産性向上を支援するため

、「新潟働き方改革推進支援センター」における
相談支援、各種セミナー等への専門家派遣のほか
、「業務改善助成金」「働き方改革推進支援助成
金」「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援
助成金」の活用促進を図ります。また、日本政策
金融公庫による働き方改革推進支援資金の周知に
も努めます。

(2) 生産性向上に資する人材育成の強化
企業の人材育成と労働者のキャリア形成を促進

するため、「人材開発支援助成金」や「生産性向
上人材育成支援センター」が行う生産性向上支援
訓練等についての周知に努めます。

(3) 新潟地方最低賃金審議会の円滑な運営

新潟地方最低賃金審議会の円滑な運営を図り、
経済動向、新型コロナウイルス感染症の影響によ
る地域の実情等を踏まえた最低賃金の改正を行い
ます。

(4) 最低賃金額の周知・徹底等

改定された最低賃金について、地方公共団体等の広報誌への掲載はもとより、最低賃金
ポスターデザインコンテストを開催して、県民から幅広く作品を募り、受賞作品による
ポスターを活用した周知・広報に取り組みます。また、最低賃金違反のおそれがある業
種等を重点に、最低賃金が確実に遵守されるよう監督指導に努めます。
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労災補償の適正な実施５
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る的

確な労災補償の実施
新型コロナウイルス感染症に係る労災

補償については、本省通達に基づき迅速
かつ的 確な調査及び決定を行います。ま
た、労働者等から相談があった場合には
親切丁寧に対応するとともに、集団感染
が発生した事業場が確認された場合等に
おいては、必要に応じ、事業場などに対
し労働者への請求勧奨の実施について積
極的に依頼します。

(2) 迅速かつ公正な保険給付を行うため
の事務処理の徹底

労災補償業務の、基本的な事務処理を
確実に実施し 迅速かつ公正な保険給付を
行うための事務処理に努めます。また、
精神障害、脳・心臓疾患及び石綿関連疾
患をはじめとする複雑困難な労災請求事
案については、労働基準監督署と労働局
が連携し、迅速な事務処理に努めます。
さらに、過労死等に係る労災請求につい
ては、労災部署と監督・安全衛生部署と
情報共有し、適切な対応に努めます。
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労働保険適用徴収の適正な運営

(2) 労働保険料等の適正徴収

事業主等に対して、適切な申告・納付をしていただくために、労働保険料等の電子申請
の利用促進を図るとともに、口座振替制度等、労働保険制度の積極的な周知に努めます。

(３) 社会復帰促進等事業の的確な推進
被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者

の遺族の支援を図る目的で実施している義肢
・車いす等の支給、労災就学等援護費制度を
はじめとする各種社会復帰促進等事業につい
ては、広く周知を図るとともに適正な処理に
努めます。

(1) 労働保険未手続事業一掃対策の推進

費用負担の公平性を図る観点から、労働保険加入促進業務の受託団体等と連携を図り、
積極的に未手続事業の解消に努めます。

６
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オンラインによる職業紹介の推進と
多様な人材の活躍促進

オンライン化に即した職業紹介の充実・強化1

5

新規学卒者等に対する就職支援2

就職氷河期世代の活躍支援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4

高年齢者の就労・社会参加の促進5

障害者の就労促進6



「プラチナくるみん」

(1)女性活躍推進法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日から女性活躍推進法に基づ
く一般事業主行動計画の策定等が義務化され
る１０１人以上の企業が、行動計画の策定・
届出・情報公開が着実に行われるよう、対象
企業へ周知し、取組を支援します。

●女性の活躍推進を進め、誰もが働きやすい職
場環境整備に活用できる「働き方改革推進支
援助成金」、「両立支援等助成金」を周知し
ます。

●各企業の働き方に関するデータを集約した、
「女性活躍推進データベース」の登録・活用
を促し、就職活動に役立つ情報として学生を
始めとした求職者の利用を促進します。

● 多くの企業が「えるぼし(プラチナえるぼし)
認定」を目指すよう、取組を推進します。

(2) 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

●令和４年４月１日より順次施行される男性
の育児休業取得促進のための産後パパ育休
（出生時育児休業制度）の創設や、育児休
業の分割取得、雇用環境整備及び個別の周
知・意向確認の措置の義務付け等、育児・
介護休業法の改正について、周知し規定の
整備を推進します。

●育児・介護休業法に関する労働者の権利侵
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業主
に対しては、報告徴収を実施し、法違反に
対しては是正に向けた指導を行います。

(３) 次世代育成支援対策の推進
● 企業規模に関わらず、法に基づく一般事業主

行動計画の策定・届出等を行うよう促します。
特に、策定・届出が義務化されている労働者
数101人以上の企業については、策定・ 届出
の徹底を図るとともに、100人以下の企業に
ついても「両立支援等助成金」の活用を促す
など取組を支援します。

● 多くの企業が「くるみん(プラチナくるみん)
認定」を目指すよう、取組を促進します。

女性活躍推進企業認定マーク
「えるぼし」

＜１段階目＞ ＜２段階目＞ ＜３段階目＞

子育てサポート企業認定マーク

QRコード

女性活躍・男性の育児休業取得等の促進

女性の活躍推進企業データベース

くるみんマーク

「くるみん」

ス
マ
ホ
で
も

えるぼし・くるみん
認定通知書交付式の様子

誰もが働きやすい活力ある雇用環境の
整備

総合的なハラスメント対策の推進女性活躍・男性の育児休業取得等の促進１
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●職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休
業等に関するハラスメントは、労働者の尊厳を傷つけるとともに、働く人の能力発揮
の妨げになるものであり、これらハラスメントは複合的に生じることも多いことから、
職場におけるハラスメント対策を総合的に推進する必要があります。

●令和４年４月１日より労働施策総合推進法に基づき全ての企業においてパワーハラス
メント防止措置が義務化されたことを踏まえ、様々なハラスメントに対する防止措置
等に関する各種説明会を開催するほか、計画的な報告徴収の実施により同法の周知を
図り、規定の整備を推進します。

●職場におけるハラスメント防止対策を講じていない企業や、法違反が疑われる企業に
対しては、報告徴収を実施し、是正に向けた指導を行います。

●職場のハラスメント撲滅に向けて、「ハラスメント撲滅月間（12月）」を中心に、
集中的な周知・啓発を行います。

総合的なハラスメント対策の推進２
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