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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や過重労働解消キャンペーンなどを実施します～ 

 

静岡労働局（局長 谷
たに

 直樹
な お き

）では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等

をなくためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。 

この月間は、平成26年に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労

死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年

11月に実施しています。 

月間中は、国民への周知・啓発を目的に、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行う

ほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消

に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過

重労働解消相談ダイヤル」などを行います。 

 

「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、もし 

くは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又 

はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 

 

「過労死等防止啓発月間」の取組について（概要） 

１ 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催 

   過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、11月を中心に全国47都道府県 

で計 48回、シンポジウムを開催します。（資料１） 

静岡県内の会場は、次のとおりです。（事前申込制、参加無料） 

 

〇 日時：令和２年11月４日（水）13：30～15：30（受付 13：00～） 

〇 会場：静岡市民文化会館（大会議室）（静岡市葵区駿府町２番90号） 

〇 プログラム：【講演】 

・「高橋まつりはなぜ亡くなったのか －若者の過労死を防ぐために－」高橋幸美 氏 

     ・「過労死・ハラスメントをなくすために」川人博 氏（弁護士） 

 

  ※ [参加申込方法] 事前に下記ホームページあるいはファックスにてお申し込みください。 

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

   Ｆａｘ 052-915-1523 

【照会先】 

静岡労働局 労働基準部 監督課 

監 督 課 長  大和 稔弘 

主任監察監督官  重信 聡 

電話 054(254)6352 

静岡労働局 

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


 

２ 「過重労働解消キャンペーン」の実施 

 
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ち、静岡県内の使用者団体や労働組合等に対し、 

・過重労働の解消に向けた労使の取組（資料２） 

・大企業等の長時間労働の削減等に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止 

 の取組（資料３） 

についての取組と会員等への周知啓発の協力を要請します。 

    要請先は、一般社団法人静岡県経営者協会、一般社団法人静岡県商工会議所連合会、

静岡県商工会連合会、静岡県中小企業団体中央会、静岡県中小企業家同友会、静岡県社

会保険労務士会、日本労働組合総連合会静岡県連合会、公益社団法人静岡県労働基準協

会連合会になります。（敬称略） 

 

② 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 

労働局長が長時間労働の削減に向けた積極的な取組を行っている県内の「ベストプラ

クティス企業」を訪問し、取組事例についてホームページなどを通じて紹介します。 

 

③ 重点監督を実施します 

長時間労働が疑われる企業などへの監督指導（立入調査）を、県内すべての労働基準

監督署で集中的に行います。※令和元年度の実施結果は資料４のとおりです。 

 

④ 電話相談を実施します 

「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実施し、長時間労働や過重労働、

賃金不払残業など労働条件全般に関する相談について、都道府県労働局の担当官が対応

します。 

東海・北陸 7県の過重労働等に関する相談については、愛知労働局において一元的に

受け付けます。 

    〇 実 施 日 時  令和２年 11 月１日（日）９：00～17：00 

              なくしましょう 長い残業 

〇 フリーダイヤル  0120（794）713 

 

⑤ 過重労働解消のためのセミナーを開催します 

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10 月から 12

月を中心に、オンラインによる「過重労働解消のためのセミナー」を実施します（無料

でどなたでも参加できます。）。（資料５） 

 

 ＜添付資料＞ 

資料番号１ 「過労死等防止対策推進シンポジウム」（開催案内リーフレット） 

資料番号２ 「働き過ぎで起こる健康障害のリスクを知っていますか？」（「過労

死等防止啓発月間」リーフレット） 

資料番号３ 「11 月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。」 

資料番号４ 「令和元年度 11 月「過重労働解消キャンペーン」重点監督結果」 

資料番号５ 「過重労働解消のためのセミナー」（開催案内リーフレット） 

 



主催：厚生労働省　　後援：静岡県
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
 静岡県過労死・労働弁護団

静岡市民文化会館  大会議室
（静岡市葵区駿府町2番90号）

会場

日時 2020年11月4日（水）
13：30～15：30（受付13：00～）

参加
無料
事前申込

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。

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・ハラスメントを
 なくすために」
川人  博 氏（川人法律事務所）

基調講演

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

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

静 岡会場

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。
詳細、中止の連絡等は、ホームページにて
お知らせいたします。
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静岡市民文化会館  大会議室
（静岡市葵区駿府町2番90号）
・ 静岡駅から徒歩20分または静岡駅1～3番乗場からバス10分
  「市民文化会館入口」下車徒歩1分

会場のご案内

［過労死遺族の声］ 
「高橋まつりはなぜ亡くなったのか
   －若者の過労死を防ぐために－」
高橋 幸美 さん
（広告代理店過労死ご遺族、 厚生労働省  過労死等防止対策推進協議会  委員）

［基調講演］
「過労死・ハラスメントをなくすために」
川人  博 氏 （川人法律事務所）

［報告等］ 

川人  博 氏
川人法律事務所

1978年 東京弁護士会に弁護士登録。
 文京総合法律事務所を経て、
1995年 川人法律事務所創立。
1988年から 「過労死110番」の活動に参加し、
 現在、過労死弁護団全国連絡会議幹事長。
1992年から 東大教養学部「法と社会と人権」ゼミ
 （全学自由ゼミまたは自主ゼミ）を担当。

【役職等】 厚生労働省・過労死等防止対策推進協議会委員
 過労死弁護団全国連絡会議幹事長
 過労死等防止対策推進全国センター共同代表幹事
 内閣官房拉致問題対策本部拉致問題に関する
 有識者との懇談会の有識者委員
 東京弁護士会人権擁護委員会国際人権部会長
 （２０20年3月現在）

静 岡会場

静岡市民文化会館

JR静岡駅
地下道
松坂屋国道1号線
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至
東
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至
浜
松

静岡県総合
福祉会館

静岡市中央
体育館

新静岡センター
新静岡駅

市民文化会館
入口バス停

静岡市役所

静岡中央
警察署 駿府

公園

安倍川もち

静岡
県庁

プログラム

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（http://www.p-unique.co.jp/privacy）」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 052-915-1523

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。      □ 個人情報の取扱いに同意します 。

●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

参加申込について
▶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させていただきますご了承ください。
▶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。

スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。
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資料番号４ 

 

 

 

令和元年度 11 月「過重労働解消キャンペーン」重点監督結果 

 

【監督指導結果のポイント】 

 

⑴ 監督指導の実施事業場数：                         499 事業場  
このうち、444 事業場（全体の 89％）で労働基準法等の違反あり。 

  
⑵ 主な違反内容［(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場数］ 

  
①  違法な時間外労働があったもの：         235 事業場(47.1％)  
   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が 

月 80 時間を超えるもの：           45 事業場(19.1％) 
うち、月 100 時間を超えるもの：       27 事業場(11.5％) 
うち、月 150 時間を超えるもの：           1 事業場(0.4％） 
うち、月 200 時間を超えるもの：          0 事業場(0.0％） 
  

② 賃金不払残業があったもの：                    51 事業場(10.2％) 

  
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの： 122 事業場(24.4％) 

 

  
⑶ 主な健康障害防止に係る指導の状況 

［(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場数］ 

  
①  過重労働による健康障害防止措置が 

不十分なため改善を指導したもの：       158 事業場(31.7％）  
    

②  労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの：  113 事業場(22.6％) 
 
 
 



健康的に働ける職場づくりを本気で実現したいと考える
経営担当者や労務担当者をサポートするために、オンライン
で「過重労働解消のためのセミナー」を開催。関連法から
対策のための指針、先行企業の事例など、「使える知識や
ノウハウ」をご提供します。

事業主や人事労務担当者など対象者

ホームページ申込方法

令和2年9月～11月 ※詳しい日時は、ホームページをご覧ください。開催日時

オンライン開催　※詳細はホームページをご覧ください。実施方法

内容

過重労働解消のためのセミナー

新しい時代の
新しい働き方を
応援したい

「働き方改革関連法」をはじめとした過重労働防止に関する法令や、各種対策を立てるためのガイドラ
インについて。また、ストレスチェック制度や職場のパワーハラスメント対策について解説します。さらに、す
でに長時間労働の是正に取り組む企業の事例等もご紹介いたします。

□自社の働き方改革を推進したい

□過重労働防止対策に必要な知識や
　ノウハウを知りたい

以下に当てはまる経営担当者
または労務担当者におすすめ！

解決のヒントがここに！

無料
セミナ

ー
開催

https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajuuroudou.html

ooishii
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セミナーへの参加は、ホームページからお申込みすることができます。また、セミナーについての詳しい情報や開催
日時につきましては、ホームページからご確認ください。

※お申込み完了メールは、場合により遅れる場合がございます。1日経ってもメールが届かない場合は、再度
ご入力いただくか、syugyo_kankyo@rb.kimura-unity.co.jpまでお問合せください。

ホームページからのお申込み

セミナーへのお申込みについて

専用のホームページへ
アクセス

トップページから
申し込みボタンを選択

お申し込みフォームに従って、
必要事項を記入

入力が完了し「申込を確定する」を押すと、
お申込み完了メールが届きます。

☎0120-033-767ご連絡先

●ご記入いただいた個人情報は、「令和２年度　就業環境整備・改善支援事業」に利用させていただきます。
●個人情報に関するお問合せは、厚生労働省委託事業　就業環境整備・改善支援事業事務センターまでご連絡ください。
　電話または、Emailでご対応いたします。

syugyo_kankyo@rb.kimura-unity.co.jp個人情報の取り扱いについて

1

2

3

4

後日、オンラインセミナー受講のためのURL、
ログイン用情報を記載した通知メールが届きます。
メールに記載されている情報によりログインし、
オンラインセミナーを受講してください。

5


