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下、佐賀労働局は、県内各地域において労働基準監督署及びハローワークと一体と
なり、関係機関とも連携しながら、県民からの期待に真に応える総合労働行政機関と
しての機能を遺憾なく発揮していきます。
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１

雇用の維持・継続に向けた支援

（１）雇用調整助成金等による雇用維持の取組への支援
雇用調整助成金により、引き続き休業のほか、教育訓練、出向を通じて雇用維持に取り組む
事業主を支援します。

（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
産業雇用安定助成金により、出向元と出向先双方の企業を一体的に支援するとともに、佐賀
県、産業雇用安定センター佐賀事務所との「失業なき労働移動支援のための連携協定」を軸に
関係機関と連携し、在籍型出向を活用した雇用維持を促進します。

２

人手不足分野への就職支援

医療・福祉分野など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
の「人材確保対策コーナー」を中心に、関係団体等と連携した職場見学、職場体験、面接会、
セミナーの開催等人材確保支援の充実を図るとともに、
「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し、求人充足に向け魅力ある求人の確保等により重点
的なマッチング支援を実施します。

３

地方自治体との連携

○「雇用対策協定」による地方自治体との連携
『佐賀を支える「ひと」と「しごと」の好循環に向けた佐賀県と佐賀労働局との包括的連携
協定』
（雇用対策協定）に基づき地域のニーズを踏まえた事業計画を策定し、連携して各種取組
を推進します。
◦ 佐賀県と連携して設置している「ユメタネ（ヤングハローワークＳＡＧＡ・ジョブカフェ
ＳＡＧＡ・さが若者サポートステーションの３施設を総称した愛称）」において、若者への個々
の状況に応じた就職準備から職場定着までの総合的な就職支援を実施します。
◦ 雇用対策協定の一環として、佐賀労働局、産業雇用安定センター佐賀事務所及び佐賀県の
三者が「失業なき労働移動のための連携協定」を締結し、ハローワークに労働移動支援相談
窓口を設置するとともにセミナーの開催等を行い、出向等により、離職させることなく労働
移動に取り組む事業主への支援を実施します。
◦ 基礎自治体との「雇用対策協定」の締結を推進することにより、国と地方が一層連携して
地域の実情に応じた雇用対策を行います。
○地方自治体との一体的実施事業の実施
佐賀市、鳥栖市及び唐津市と連携の上、市役所の庁舎内や隣接した施設に、国が行う無料職
業紹介サービス等を担う窓口を設け、自治体が行う福祉サービス等と一体的に実施します。
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４

ハローワークのサービスの充実・強化

○ハローワークの職業紹介業務の充実・強化
ハローワークシステム刷新追加リリース第二弾及び令和４年３月２２日から刷新される第三
弾により機能強化されるハローワークインターネットサービスの利用を促進するとともに、ハ
ローワークの支援サービスへのアクセスの向上を図るため求職者及び求人者にマイページ開
設・活用を働きかけます。
また、来所による支援が必要な求職者に対しては、マイページ・ＳＮＳ等の活用を図り、職
業相談窓口の積極的な利用を促し、担当者制の活用を含む課題解決支援サービスを提供し、求
人者に対しては、情報の収集・蓄積や求人者の人材確保を支援する観点から、求人充足のフォ
ローアップと併せた事業所訪問の積極的な展開に取り組むなど、必要な方に必要なサービスを
提供します。
○ハローワークにおける求人の確保と求人充足サービスの充実
雇用の確保を図るため、ハローワークにおいて積極的な求人開拓を実施するとともに、求人
担当者制の活用、効果的な求人充足会議の開催等により、求人の充足に向けて求職者が応募し
やすい求人内容の設定や求人条件の緩和等の助言を行うなど、求人充足サービスの充実を図り
ます。

５

非正規雇用労働者・若者に対する支援

○新規学卒者等への就職支援
第２の就職氷河期世代をつくらないため、新規学卒者等を対象に、新卒応援ハローワーク等
に配置された就職支援ナビゲーターの担当者制によるきめ細かな個別支援や地域若者サポート
ステーションと連携した支援を実施するとともに、大学のキャリアセンターや高校等との連携
を強化し巡回相談を行います。
また、新型コロナウイルス感染防止に配慮し、佐賀新卒応援ハローワーク（ヤングハローワー
クＳＡＧＡ）において、学生等に対してオンラインによる就職相談を実施します。
○非正規労働者の再就職支援
非正規雇用労働者やフリーター（３５歳未満で正社員就職を希望する求職者）の早期再就職
を支援するため、ハローワークの就職支援ナビゲーターが担当者制による一貫した就職支援を
行うとともに、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訓練を推進します。
また、ハローワークが地方公共団体と連携して生活保護受給者・生活困窮者等の就労支援を
実施するとともに、就職後の職場定着支援を行い、就労による自立を支援します。
○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
雇用形態に関わらない公正な待遇（同一労働同一賃金）の確保に向けて、個別指導を実施す
ることにより、法の着実な履行確保に取り組みます。
また、
「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、窓口相談や個別訪問支援、セミナーの実施等きめ細やかな支援を行います。
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６

就職氷河期世代の活躍支援

○佐賀県就職氷河期世代活躍推進プラットフォーム実施計画の推進
令和２年１０月に策定した「佐賀県就職氷河期世代活躍推進プラットフォーム実施計画」に
基づき、不安定な就労状態にある方等に対し、各種支援を実施します。
◦ ハローワーク佐賀における専門窓口において、専門担当者のチーム制により、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により、就職相談、職業紹介、職場定着ま
での一貫した伴走型支援を実施します。
◦ 事業主への助成金（特定求職者雇用開発助成金）の支給や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）することにより、就職
氷河期世代の方の正社員としての就職を推進します。
◦ さが若者サポートステーションにおいて、就労や訓練その他職業的自立につなげるための
継続的な支援を実施します。
◦ 経営者団体や自治体等を構成員とする「佐賀県就職氷河期世代活躍推進プラットフォーム」
による支援策の周知広報、企業説明会の開催等を通じた、就職氷河期世代の雇入れや正社員
化等の支援の取組、雇入れ等に係る好事例の収集・発信のほか各支援状況の進捗管理を行っ
ていきます。

７

高齢者の就労・社会参加の促進

○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、事業主と接触する機会を捉えて、
６５歳を超える定年引き上げや継続雇用制度の導入等に向けた意識啓発・機運醸成を図るほか、
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な場合には、高障
求機構佐賀支部と効果的な連携を行います。
○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に重点的に取り組むため、県内３箇所のハローワーク（ハローワー
ク佐賀、ハローワーク唐津、ハローワーク鳥栖）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。
○シルバー人材センターなどの地域における多様な就業機会の確保
高年齢求職者の多様な就業ニーズに対応するため、シルバー人材センターが提供可能な就業
情報を把握し、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望する高齢者には、シルバー人材センター
への誘導を行います。
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８

障害者の就労促進

○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
ている障害者雇用ゼロ企業等に対して、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫した
チーム支援等を実施し、障害者の雇入れ支援等の強化を図るとともに、精神障害者や発達障害
者等多様な障害特性に応じた就労支援を推進します。

民間企業における障害者雇用率達成状況
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○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、障害に対する理解促進のための研修等を行います。

９

外国人に対する支援

○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、外国人雇用管理アドバイザー（社
会保険労務士へ委嘱）も活用した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・
援助を行うとともに、雇用維持のための相談・支援等についても積極的に実施します。
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を促進します。
○ハローワーク等における外国人求職者等に対する就職支援体制の整備
多言語コンタクトセンター（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、相談支援体制の整備を図ります。

5

10

女性活躍・男性の育児休業取得の推進

（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
○育児・介護休業法の周知及び履行確保
「産後パパ育休制度」の創設、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
を内容とする育児・介護休業法の改正について労使に十分に理解されるよう、説明会を開催し
て周知に取り組むとともに、施行後は個別指導を実施し着実な履行確保を図ります。
○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周知を行うとともに、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。更に、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。
○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、介護離職を防止
する取組を積極的に行う事業主や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。
○次世代育成支援対策の推進
次世代法に基づく一般事業主行動計画の届出状況
義務企業（労働者数１０１人以上）

（令和３年１２月末現在）
対象企業数

届出企業数

３３０企業

３２９企業

努力義務企業（労働者数１００人以下）

３８３企業

各企業の実態に即した行動計画の策定を支援するとともに、一般事業主行動計画の策定・届
出等が義務付けられている労働者数１０１人以上の規模の企業に対しては、引き続きその完全実
施を図ります。
併せて、
「くるみん」、
「プラチナくるみん」の認定基準の改正と、それに伴う新たなくるみん「ト
ライくるみん」及び不妊治療と仕事の両立に係る「くるみんプラス」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。

（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求職者に対し、子ども連れで利用しやすい環境を整備した
「マザーズコーナー」
（ハローワーク佐賀及びハローワーク鳥栖に設置）において個々の求職者
ニーズに応じたきめ細やかな就職相談・職業紹介等を実施するとともに、ＳＮＳを活用した情
報発信を行います。
また、仕事と家庭の両立ができる求人の確保等を推進します。
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（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日から改正女性活躍推進法に基づく行動計画の策定等や情報公表の義務が常
時雇用する労働者数が１０１人以上の事業主に拡大されたことから、行動計画の策定・届出等が
着実に行われるよう事業主に対する指導等を行います。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画届出状況
常時雇用する労働者数

（令和３年１２月末）

対象企業数

届出企業数（届出率）

７５

７５（１００．０％）

２５５

６２（２４．３％）

３０１人以上
１０１人～３００人企業（義務拡大）

（４）不妊治療と仕事の両立支援
次世代育成支援対策推進法及び指針の改正により不妊治療と仕事の両立支援に関する新たな
認定制度が創設されたことから、改正の内容及び認定制度の周知に取り組みます。また、不妊
治療と仕事の両立のために利用できる有給の休暇制度を導入し利用した中小企業事業主に対す
る助成金の活用を促し、職場環境の改善を推進します。

（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



働く妊婦が抱える新型コロナウイルス感染症への感染のおそれによる不安やストレスに関し
て、母性健康管理措置が適切に講じられるよう事業主に対する啓発指導を実施します。併せて、
事業主に対し助成金等の支援策を活用するよう促し、労働者が安心して有給の休暇を取得でき
る職場環境整備に取り組みます。

11

総合的なハラスメント対策の推進

○総合的なハラスメント対策の推進
令和４年４月１日より、パワーハラスメント防止措置義務の適用が中小企業事業主にも拡大
されたことを踏まえ、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及び妊娠・
出産等に関するハラスメント防止措置を講じていない事業主に対する指導を実施します。
特に、１２月の「ハラスメント撲滅月間」を中心に集中的な周知・啓発を実施します。
○早期の紛争解決に向けた体制整備等
パワーハラスメントをはじめとした
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、労働局及び各労働基
準監督署に設置する総合労働相談コー
ナーにおける相談体制の整備を図ると

個別労働紛争解決制度の運用状況

80

71

60
40
20

23

０

H28年度

ともに、紛争調整委員会によるあっせん
等により個別労働紛争の解決を促進し
ます。

37

32

27
25

H29年度

44
34

37

25
H30年度

助言・指導申出受付件数

R元年度

R２年度

あっせん申請受理件数

※助言・指導：紛 争当事者からの申し出に基づき、法令や判例等、問
題点・解決の方法を示すことにより自主的な解決を促す。
※あっせん：弁護士等のあっせん委員が公正、中立な立場で紛争当事
者の意見の調整を行い話し合いによる迅速な解決を図る。
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１２

職場における感染防止対策等の推進

佐賀労働局健康安全課に設置した「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談
コーナー」等において、職場における感染防止対策に関する相談に対応します。
また、窓口、訪問時などあらゆる機会において、リーフレット「職場における新型コロナウ
イルス感染症対策実施のため～取組の５つのポイント～を確認しましょう！」、チェックリス
ト等を活用し、取組状況を踏まえた職場における感染拡大防止対策等を推進します。
なお、業務に起因して新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が発生した事業場に対し
ては、労働者死傷病報告書の速やかな提出を指導するとともに、併せて、積極的な労災補償の
請求勧奨を行います。

13

過重労働防止対策等の取組の推進

○長時間労働の抑制に向けた取組
令和２年４月から中小企業に対しても適用となった時間外労働の上限規制について、36協
定の届出時等を中心に、労働基準法や「36協定で定める労働時間の延長及び休日労働につい
て留意すべき事項等に関する指針」の内容について、引き続き、周知を図るとともに、上限規
制を超える延長時間を定めている等の不適正な36協定が届け出された場合には、必要な指導
を徹底します。
また、自動車運転者、建設業、医師などの上限規制適用猶予業種・職種に対しては、引き続
き、令和６年度に向けた取組の推進を働きかけます。
○過重労働防止に向けた取組
過重労働が行われているおそれがある事業場に対して、適正な労働時間管理及び健康管理に
関する窓口指導、監督指導等を徹底するとともに、労働安全衛生法に基づく長時間労働による
健康障害の防止対策の徹底にも取り組みます。
また、各種情報から時間外・休日労働が１か月80時間を超えていると考えられる事業場及
び過労死等にかかる労災請求が行われた事業場に対して、引き続き、監督指導等を徹底します。
「過労死等防止啓発月間」である11月については、同月間に「過重労働解消キャンペーン」
を実施し、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な
周知・啓発等の取組を行います。
○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、関
係省庁と連携を図りつつ、その防止に努めます。
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働き方改革に係る取組の推進

○年次有給休暇の取得促進等
年次有給休暇の取得促進に向けて、年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底や、時間単位年
次有給休暇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、年次有給
休暇を取得しやすい時季に集中的な広報を行います。
また、佐賀県との共催により「ワーク・ライフ・バランス推進！キャンペーン」を実施する
などして年次有給休暇の取得促進を図ります。
○中小企業・小規模事業者等に対する支援
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、働き方
改革推進支援助成金等の助成を行うとともに、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。
「佐賀働き方改革推進支援センター」では、中小企業・小規模事業者等が抱える様々な課題
に対応するため、商工団体等関係機関や自治体等と連携を図りつつ、訪問又はオンラインコン
サルティング、来所又は出張相談、セミナー等へきめ細やかな支援を行います。
また、中小企業・小規模事業者等が十分に法制度を理解し、長時間労働の削減に向けた自主
的な取組が促進されるよう、監督署に設置した「労働時間相談・支援班」による説明会や個別
訪問を実施し、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に関してもき
め細やかな相談・支援等を行います。
さらに、佐賀県魅力ある職場づくり推進会議の構成団体（県、労使団体等）、働き方改革推
進に係る連携協定を締結した県内金融機関、佐賀県社会保険労務士会の関係団体等との連携に
より、働き方改革が円滑に進むよう効果的な支援を追求します。
○良質なテレワークの導入・定着促進
ウィズ・ポストコロナの「新しい働き方」として普及が進むテレワークについて、令和３年
３月に改定された「テレワークの適切な導入・実施の推進のためのガイドライン」の引き続き
の周知、テレワーク相談センター、
「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」等の活用促
進等の取組を通じ、佐賀県ほか関係機関とも連携しつつ良質なテレワークの定着促進を図って
いきます。
○佐賀県魅力ある職場づくり推進会議
県内の政労使及び関係機関の代表から構成される「佐賀県魅力ある職場づくり推進会議」を
開催し、中小企業・小規模事業者の働き方改革の円滑な推進に関する情報共有、意見交換等に
より、構成機関が連携して県内企業の魅力ある職場づくりの推進を図っていきます。
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15

労働条件の確保・改善対策

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業の適切な労務管理
新型コロナウイルス感染症の影響による大量整理解雇等に関する情報を収集し、関係部署間
で情報共有及び連携を図りながら、企業において適切な労務管理がなされるよう啓発指導等を
実施するとともに、
「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ」や各種支援策等について周知を図
ります。
また、未払賃金立替払制度を適正に運用し、新型コロナウイルス感染症の影響による企業倒
産に伴い賃金の支払いを受けられず退職した労働者に対しては、迅速な救済を図ります。
○法定労働条件の確保等
管内の実情を的確に把握し、全ての労働者が適正な労働条件で安心して働ける環境をつくる
ため、労働基準関係法令の遵守の徹底を図っていくとともに、重大・悪質な事案に対しては司
法処分を行うなど厳正に対処します。
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」の周
知を徹底し、監督指導において、賃金不払残業が認められた場合には適切に指導を行います。

16

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進

○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
業務改善助成金の活用による生産性向上の支援に係る企業のニーズにこたえ、佐賀働き方改
革推進支援センター等との連携により賃金引上げを支援します。
○最低賃金及び最低工賃制度の適切な運営
経済動向及び地域の実情（新型コロナウイルス感染症による影響を含む。）などを踏まえつつ、
佐賀地方最低賃金審議会の円滑な運営を図ります。
また、最低賃金額及び平成12年以来の改定が予定されている婦人既製服製造業に係る最低
工賃額改定等については、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、最低賃金及び最低工賃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。
最低賃金の種類

１時間

効力発生年月日

佐賀県（地域別）最低賃金

８２１円

令和３年１０月６日

一般機械器具製造業関係

８９６円

令和３年１２月３１日

電気機械器具製造業関係

８６７円

令和３年１２月１８日

陶磁器・同関連製品製造業

８２２円

令和３年１２月９日

特定
（産業別）

※改定される婦人既製服製造業に係る最低工賃額についても周知広報等を行います。
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労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

○第１３次労働災害防止計画重点業種等の労働災害防止対策の推進
第三次産業については、労働災害が増加傾向にあり、安全推進者の配置やリスクアセスメン
トの普及の促進等を通じて企業の自主的な安全衛生活動の活性化を図るとともに、
「転倒・腰
痛防止令和プロジェクトＳＡＧＡ」の取組をはじめ、小売業、介護施設等で著しく増加してい
る転倒・腰痛といった行動災害については、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
内の安全衛生に対する機運醸成を図ります。
建設業については、墜落・転落災害防止対策の充実強化など建設工事における労働災害防止
対策を図り、製造業については、
「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・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の促進を図ります。
陸上貨物運送事業については、荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく取組、及び交通労
働災害防止対策の促進を図ります。
第13次労働災害防止計画（以下「13次防」という。）の最終年度となる令和４年度は、次
期５か年計画の労働災害防止対策を推進していくために管内状況を踏まえた実効性のある目標
設定ができるよう13次防全体の評価・分析を行います。
労働災害（休業４日以上）の推移
死傷者数

死傷者数
（人）
1600

死亡者数： 全産業

業種別の労働災害（休業４日以上）の推移

製造業
建設業

死亡者数
（人）
40

第13次労働災害防止計画目標死傷者
：第12次防総数の▲５％（内、死亡者第12次防総数の▲1５％）

1400

1,270

1000 1,129

1,063 1,054 1,089

1,108

30

1,288
1,182

20

13

400
200
0

7

6
2

3

H25年

8

2
1

3
1

H26年

H27年

9
6

8

0

0

H28年

H29年

33 3
10
H30年

R１年

社会福祉施設

製造業 266

280

44
R２年

陸上貨物運送 191

200
社会福祉施設 160

160

建設業 147

120
10

7
4

食料品製造
陸上貨物運送

240

800
600

360

小売業
飲食店

320

1,256

1200

製造業
建設業

死傷者数
（人）

5

3
1

R３年※

小売業 118

80

食料品製造 116

40
0

0

※R３：令和３年12月末（令和４年１月７日速報値）
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飲食店 53

H25年

H26年

H27年

H28年

H29年

H30年

※資料出所：労働者死傷病報告
（休業４日以上）

R１年

R２年

R３年※

18 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
労働災害による休業４日以上の死傷者のうち、60歳以上の高年齢労働者の占める割合は高
く、増加傾向にあることから、
「高年齢労働者の安全と健康確保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）に基づく取組を推進するとともに、中小企業の取組を支援する
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。
死傷者数の年齢別の推移
20歳未満
20代

（人）
400

30代
40代

60歳以上の労働災害事故の型別割合

（R２年の全産業）

50代
60歳以上

切れ、こすれ

13 人 3％

350

13 人 3％

その他

19 人 ５％

交通事故（道路）

19 人 ５％

300
250

転倒

飛来、落下

16 人 4％

200

激突

109 人 29％

20 人 ５％

150

はさまれ、
巻き込まれ

100

27人 ７％

50
0

激突され

H25年

H26年

H27年

H28年

H29年

H30年

R１年

動作の反動、
無理な動作

墜落、転落

86 人 23％

60 人 16％

R２年

※資料出所：労働者死傷病報告
（休業４日以上）

19

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、健康リスクの高い労働者については、産業医・
産業保健機能の強化、医師による面接指導の実施、ストレスチェック制度を含むメンタルヘル
ス対策等の取組が適切に実施されるよう、引き続き、指導等を行います。また、中小企業・小
規模事業者の産業保健活動を支援するため、佐賀産業保健総合支援センターの活用、産業保健
関係助成金の利用を促進します。

20 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」の報告書を踏まえた危険性・有
害性が確認された全ての物質に対する自律的な管理を基軸とする新たな化学物質規制に移行す
る改正関係法令等の周知を図り、溶接ヒュームの特定化学物質(管理第２類物質)としての位置
づけに伴う特定化学物質障害予防規則の周知指導を行います。
また、改正石綿障害予防規則に基づく措置として、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作業時におけるばく露防止措置の徹底に関して周知指導を行う
とともに、リフォーム工事業者等を含む発注者に対しても制度の周知を図ります。
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治療と仕事の両立支援

○ガイドライン等の周知啓発
佐賀産業保健総合支援センターと連携して、
「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」等の周知を行うとともに、両立支援
コーディネーター養成研修の周知・受講勧奨を図ります。
○地域両立支援推進チームの運営
佐賀県地域両立支援推進チームを計画的に運営し、各機関・団体の連携を図って両立支援に
係る施策の横断的な取組の促進を図ります。
○トライアングル型サポート体制の推進
主治医、企業・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のサ
ポート体制を推進します。
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迅速かつ公正な労災保険の給付

新型コロナウイルス感染症に係る労災請求については、迅速かつ的確な調査及び認定を行い、
集団感染が発生した事業場において、業務に起因して新型コロナウイルスに感染した可能性が
疑われる労働者が確認された場合等は、事業場などに対して労災補償の請求勧奨等を積極的に
依頼します。
脳・心臓疾患及び精神障害（過労死等）による被災労働者等からの労災請求については、認
定基準に基づき、迅速かつ的確な認定を徹底します。また、石綿関連疾患の労災請求があった
場合についても、迅速かつ的確な認定を徹底します。

10
8

脳・心臓疾患に係る労災請求・認定件数
9
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4

精神疾患に係る労災請求・認定件数
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H28年度
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R元年度

5

11
7

5
1

0

R２年度

H28年度

支給決定件数

17

16

15

H29年度

請求件数

4
H30年度

7

7

R元年度

R２年度

支給決定件数

労災保険の特別加入については、令和３年９月より、自転車を使用して貨物の運送の事業場
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、適正な運用を行います。
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新型コロナウイルス感染症関連の助成金等

（令和４年４月１日現在）

新型コロナウイルス感染症に関連した助成金は、特例の対象となる期間や申請できる期間が
限定されています。厚生労働省ホームページで最新の情報をご確認ください。
佐賀労働局ＨＰから厚生労働省ＨＰにリンクしています。▶
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_00166.html

労働者への休業手当に要した
費用の助成

雇用調整助成金

テレワークを導入する際の
費用やテレワーク用サービス
利用料の助成

人材確保等支援助成金

小学校等の臨時休校等に伴い
子の世話を行う労働者に対して
有給の休暇を取得させた場合
の助成

労働局からの働きかけに
よっても事業主が※１の
助成金の活用に応じない
場合の給付

（テレワークコース）

両立支援等助成金

（新型コロナウイルス感染症
小学校休業等対応コース）※１

新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・
給付金の仕組みによる
直接申請

佐賀労働局の特別相談窓口（雇用環境・均等室

雇用調整助成金センター

℡0952−37−1740
雇用環境・均等室

℡0952−32−7218

雇用環境・均等室

℡0952−32−7218

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、
小学校休業等対応助成金・支援金
コールセンター

℡0120−603−999

℡0952−32−7218）
にご連絡ください。

妊産婦である労働者で
コロナウイルス感染症に感染する
リスクやその不安を軽減するため、
制度を導入し、医師の指導により
休業させ支払った手当の助成

母性健康管理措置による
休暇取得支援・
制度導入助成金

新型コロナウイルス感染症の
影響により休業させられた
労働者のうち、休業手当の
支払いを受けることが
できなかった方に対する給付

新型コロナウイルス
感染症対応
休業支援金・給付金

雇用環境・均等室

℡0952−32−7218

厚生労働省新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・給付金
コールセンター

℡0120−221−276

新型コロナウイルス感染症に対応した助成金は、新型コロナウイルスの感染状況等により変
更になることがありますのでご注意ください。
この他にも、最低賃金の引上げを支援する助成金、
「働き方改革」を推進するため労働条件
の改善を行う場合の助成金、仕事と家庭の両立を推進するための助成金、人材の確保・維持の
ための助成金、職業能力の向上を図る際の助成金、雇用機会を創出するための助成金など様々
なニーズにお応えするための助成金がありますので、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧
ください。
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https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/home.html

