
 
 

Press Release 
 

沖 縄 労 働 局 発 表          沖縄労働局労働基準部監督課 

令和３年11月30日(火)  担 課   長  安慶名秀樹 

  当 主任労働基準監察監督官 小池 雅弘 
   電話：０９８-８６８-４３０３ 

 

「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催 

「ベストプラクティス企業への職場訪問」の決定 

令和３年 10 月 29 日付けで発表いたしました「過重労働解消キャンペーン」の取組みの 

一環として、沖縄労働局（局長 西川 昌登）では、下記の取組みを行いますので、改めて

発表いたします。 

 
 

・「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。（無料でどなたでも参加できます。） 

日時：令和３年 12 月８日（水）15：00～17：05 

会場：那覇市ぶんかテンブス館テンブスホール（那覇市牧志 3 丁目 2－10） 

※広報、ご参加、取材等をお願いいたします。 

※沖縄労働局 HP掲載済 

・沖縄労働局長による「ベストプラクティス企業への職場訪問」を行います。 

訪問企業:株式会社技建（コンクリート二次製品製造業） 

所在地：南城市大里古堅 1206 番地３ 

※上記企業の意向により、取材はご遠慮願います。 

   なお、実施結果につきましては、沖縄労働局ホームページにてお知らせいたします。 

 
 
 
 
 

 

沖縄労働局 
厚生労働省 

【添付資料】 別添１ 過労死等防止対策推進シンポジウム（沖縄会場） 

別添２ 11 月は過重労働解消キャンペーン月間です。 

別添３ 令和３年 10 月 29 日付けプレスリリース「過重労働解消キャンペーン」を実施 

 

厚生労働省 
 沖縄労働局 
Okinawa Labor Bureau 



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へ
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって
多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族にも
ご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

過労死等
防止対策推進
シンポジウム

参加
無料
事前申込

新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い実施いたします。今後の感染状況により、参加者数を制限するなど、
規模を縮小して実施する場合があります。参加には、事前申込みが必要です。　

感染症拡大の状況により、開催方法が変更になる場合がございます。最新の情報はホームページにてご確認ください。

沖 縄会場

那覇市ぶんかテンブス館
テンブスホール
（沖縄県那覇市牧志3丁目2番10号）

会場

日時 2021年12月8日（水）
15：00～17：05（受付14：30～）

主催：厚生労働省
後援：沖縄県、沖縄県教育委員会
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/page_okinawa.html
YAEHQ
四角形

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/page_okinawa.html
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スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

「個人情報の取扱いについて」・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染疑いが生じた場合に、保健所への
情報提供に限り使用します。 ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供をいたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に
従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

●Webからの申し込み：以下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/karoushiboushisympo

5名以上のお申込みは、
別紙（様式自由）にて
FAXしてください。

●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。FAX番号 03-6264-6445

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

（お問い合わせ先）  電話：0120-562-552  E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp  株式会社プロセスユニーク

▶新型コロナウイルス感染症の影響により事前申し込みをお願いします。
　尚、定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。

▶申し込みはWebまたは FAXでお願いします。
▶参加証を発行いたします。当日、受付までお持ちください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTELか E-mail のどちらかは必ずご記入ください。

参加申込について

15：00　開会挨拶
15：05　沖縄労働局からの現状報告
15：20　講演
 「過労死等防止対策法から考える
　　　　　　　　               教職員の働き方」
　　　　　工藤 祥子 氏 （神奈川過労死等を考える家族の会 代表）

15：55　休憩
16：05　講演
 「産業医が考える過労死予防について」
　　　　　田名 毅 氏 （医療法人麻の会 首里城下町クリニック第一 院長）

17：05　閉会

那覇市ぶんかテンブス館
テンブスホール
（沖縄県那覇市牧志3丁目2番10号）
・ バス  市内線では「てんぶす前」、市外線では「牧志」が最寄りのバス停になります。

会場のご案内

沖 縄会場
田名 毅 氏
医療法人麻の会
首里城下町クリニック第一  院長

昭和40年首里山川に生まれ、
首里高校、琉球大学を経て、平成2年医師となる。
内科医として勤務後、九州大学大学院に進み平成10年医学博士号を取得。

琉球大学にて助手として勤務後、沖縄の地域医療への貢献を目指し
平成13年那覇市松川に『田名内科クリニック』を開院
平成18年第二クリニック増設に伴い、『首里城下町クリニック第一、
第二』と名称を変更

診療の他に産業医活動、医療講演会等、社会への健康啓発に努めている

【専門】  高血圧などの生活習慣病、腎臓内科・人工透析
【役職】  日本内科学会認定総合内科専門医  日本高血圧学会認定専門医
 日本透析医学会認定専門医　日本医師会認定産業医
 社会医学系指導医
 那覇市医師会常任理事　沖縄県医師会常任理事

旧沖縄三越
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Press Release 
 

沖 縄 労 働 局 発 表          沖縄労働局労働基準部監督課 

令和３年10月29日(金)  担 課   長  安慶名秀樹 

  当 主任労働基準監察監督官 小池 雅弘 
   電話：０９８-８６８-４３０３ 

 

「過重労働解消キャンペーン」を実施 

～11月は「過労死等防止啓発月間」です～ 

 「過労死等防止対策推進法」では、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性につ

いて自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年 11 月を「過労死等防止啓発

月間」と定めています。 

このため、沖縄労働局（局長 西川 昌登）では、同月間において、以下のとおり、長時

間労働の削減等、過重労働の解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働解

消キャンペーン」を実施します。 
（主な内容） 

・キャンペーンに先立ち、長時間労働削減を始めとする働き方の見直しについて、使用

者団体や労働組合に対し、労働局長名による協力要請を行っております。 

 

・過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します。 

 

 

・沖縄労働局長による「ベストプラクティス企業への職場訪問」を行います。 

※訪問企業・日時等については、改めてお知らせします。 

 

・「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。（無料でどなたでも参加できます。）  

日時：令和３年 12 月８日（水）15：00～17：05 

    会場：那覇市ぶんかテンブス館テンブスホール（那覇市牧志 3丁目 2－10） 

 
・長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止のため重点監督を実施します。 
 
 
 

沖縄労働局 
厚生労働省 
厚生労働省 
 沖縄労働局 
Okinawa Labor Bureau 

agenah
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別添３



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（1）労使の主体的な取組を促します 

   キャンペーンの実施に先立って、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に

関する周知・啓発等について、沖縄労働局長名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促し

ます。また、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのないよ

う傘下団体・企業等への周知啓発を、併せて要請します。 

（2）過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します（別添１参照） 

10 月 31 日(日)から 11 月６日(土)を過重労働相談受付集中期間とし、労働基準監督署等の相談

窓口において、労働相談と労働基準関係法令が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けていま

す。 

   また、11 月６日（土）を特別労働相談受付日とし、無料の「過重労働解消相談ダイヤル」を

全国一斉に実施し、過重労働を始めとした労働条件全般に関する相談に対応します。（※沖縄県分

は福岡労働局にて実施） 

日時：令和３年 11 月６日（土）9：00～17：00 

フリーダイヤル ０１２０-７ ９ ４

なくしましょう

-７１３

長い残業

 

（3）沖縄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 

   報道機関に公開の上で、沖縄労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業

を訪問し、その取組などについて、代表者の方と意見交換を行います。 

※訪問企業・日時等については、改めてお知らせします。 

（4）過労死等防止対策推進シンポジウムを開催します（別添２参照） 

日時：令和３年 12 月８日（水）15：00～17：05 

     会場：那覇市ぶんかテンブス館テンブスホール（那覇市牧志 3丁目 2－10）

      ［参加申込方法］下記ホームページから申込みができます。 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ 

（5）長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止のため重点監督を実施します 

  長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止及び労働時間管理の適正化等を図るための監

督指導を重点的に実施します。 

（6）キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します（別添３、４参照） 

   使用者等へのリーフレットの配布、ホームページ等の活用により、キャンペーンの趣旨などにつ

いて広く国民に周知します。 

 

【添付資料】 別添１ 令和３年 10 月 27 日厚生労働省発表「無料の電話相談『過重労働解消相談ダイヤル』を実施します」 

別添２ 過労死等防止対策推進シンポジウム（沖縄会場） 

別添３ STOP！過労死 毎年 11 月は「過労死等防止啓発月間」です。 

別添４ 11 月は過重労働解消キャンペーン月間です。 

 

「過重労働解消キャンペーン」の概要 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/

