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「令和４年度山口労働局行政運営方針」の策定について 

 
山口労働局（局長 名田

な だ

 裕
ゆたか

）では、今年度の行政運営の重点課題、対応方針など

を示した「令和４年度山口労働局行政運営方針」を策定しました。 

令和４年度の行政運営方針においては、「雇用維持・労働移動等に向けた支援や

デジタル化への対応」「多様な人材の活躍促進」「誰もが働きやすい職場づくり」を

重点課題として掲げ、自治体、労使団体など県内の関係機関とも連携を図り、地域

に即した施策を進めてまいります。 

 「令和４年度山口労働局行政運営方針」の概要は以下のとおりです。 

 

１ 雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応 

新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされた労働者の雇用維

持・継続のため、雇用調整助成金により雇用維持に取り組む事業主を支援するとと

もに、産業雇用安定助成金により在籍型出向を活用した雇用維持の促進を支援する。 

また、人手不足分野や地域を越えた再就職支援、オンラインによる就職支援に取

り組む。 

２ 多様な人材の活躍促進 

男女ともに仕事と育児等が両立しやすい環境整備に向けた取組を支援するととも

に、新規学卒者や非正規雇用労働者、就職氷河期世代など多様な人材が活躍できる

ような就職支援や定着支援、ステップアップ支援に取り組む。 

３ 誰もが働きやすい職場づくり 

 テレワークや副業・兼業など多様な働き方がしやすい環境整備や安全で健康に働

くことができる環境整備のための相談支援、最低賃金・賃金の引上げに向けた生産

性向上の推進、治療と仕事の両立がしやすい環境整備に向けた支援に取り組む。 

 

 

※ 詳細は、行政運営方針の要点をまとめた別添「令和４年度山口労働局の重点施策」

を参照ください。 
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新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を余儀なくされた労働者の雇用の維持・継続のた
めに対策を講じていく必要があります。また、単に休業だけでなく、一時的な在籍型出向により、
労働者のモチベーションも維持しつつ雇用を維持する対策を講じていく必要があります。

(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、緊急雇用安定助成金及び産業雇用安定助成金により、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)在籍型出向による雇用維持の取組への支援

□「山口在籍型出向等支援協議会」において、地域の関係機関が連携して出向の情報やノウハ
ウの共有、送出・受入企業の開拓を行うとともに、産業雇用安定助成金の周知を行い、在籍
型出向による雇用維持に取り組む事業主を支援します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、離職やシフトの減少を余儀なくされた方がいる一方で、
人手不足分野での人材確保が喫緊の課題となっています。人手不足分野への再就職支援や職種転
換などにより、意欲・能力を活かして活躍できる環境整備等を進めることが必要です。

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

□ハローワークの「人材確保対策コーナー」
（山口、下関、宇部）を中心に、山口県福
祉人材センターや山口県ナースセンターと
連携した求人説明会やセミナーを開催し、
人材確保支援の充実を図ります。

(2)地域のニーズに対応した職業訓練の推進

□「山口県地域訓練協議会」において、①地
域の人材ニーズにかかる共通認識とそれに
適した訓練コースの設定、②訓練受講者の
個別の状況を踏まえた検証・見直し等につ
いて協議し、地域のニーズに対応した職業
訓練コースの設定を促進します。

第１ 雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応

（医療福祉説明会：下関会場 令和３年11月）
＊11月に県内3会場で開催

【ハロトレくん】（公的職業訓練のキャラクター）

山口県内のハロートレーニングのご案内はこちら
▼

ラッコは、休むときには海藻を体に巻き付けたり、
つかまったりします。海藻のない水族館などでは、
お互いに手をつないで休むこともあるといわれて
います。 このことから、職業訓練によって「仕
事とつなぐ」、氷河期世代の支援によって「社会
とつなぐ」、そして「人と人をつなぐ」など、い
ろいろな「つなぐ」という役割を果たしたいと思
いからネーミングしました。

第１ 雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応 ２

１ 雇用の維持・在籍型出向の取組への支援

２ 人手不足分野や地域間の円滑な労働移動の推進



新型コロナウイルス感染症の影響により、働く人に求められるスキルの変化が想定される中、
時代に応じた技術革新と産業界のニーズに合った能力開発を講じることにより、円滑な再就職
を実現する必要があります。
また、ハローワークにおける職業相談・職業紹介業務において、求職者が来所しなくても職業
相談の機会を提供できるよう、Ｗｅｂカメラ機能を活用したオンライン職業相談・職業紹介を
行ってサービスの向上を図る必要があります。

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

□オンラインによる職業相談を実施するハローワークの拡充、就職支援セミナーのオン
ライン配信により、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。
また、オンライン化に伴い、従来ハローワークを利用していない求職者に対しては
ハローワークの支援に繋げるため、
「やまぐち・ハローワークチャンネル」
（山口労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル）

やＬＩＮＥを活用した情報発信を積極的
に行います。

３ 第１ 雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応

(3)地域雇用の課題に対応し良質な雇用の実現を図る地方自治体の取組への支援

□山口県が地域の雇用を再生する事業として実施する「地域活性化雇用創造プロジェクト」
を支援し、雇用の実現を図ります。

□山口県、山口市及び下関市と締結している「雇用対策協定」に係る事業計画に基づき、
「働き方改革の推進」、「多様な人材が活躍できる取組」など、国と地方が一層連携し
てコロナ禍における地域の実情に応じた雇用対策を実施します。

(4)山口県への移住を伴う再就職の支援

□山口県へのＵＪＩターン就職を希望する方に対する職業紹介や生活関連情報の提供等を
一体的に行います。

３ デジタル化の推進



女性の活躍推進をさらに進め、全ての労働者が仕事と家庭を両立しながらキャリア形成を進めら
れるよう、仕事と家庭の両立支援の取組を促進します。

(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

①育児・介護休業法の周知及び履行確保

□令和４年４月１日以降、段階的に施行される改正育児・介護休業法について、労使団体等と
連携して周知に取り組み、施行後の着実な履行確保を図ります。

□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・是正指導を行います。

②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・ママ育休プラスや子の看護休暇等の男性の育児に資する制
度について、説明会や報告徴収等あらゆる機会を捉えて周知を図ります。

□事業主に対して、「イクメンプロジェクト」や「育児復帰支援プラン」等の活用を促すとと
もに、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。

□新型コロナウイルスの影響により、子どもの世話をするため仕事を休まざるを得ない保護者
である労働者を、小学校休業等対応助成金により支援します。

③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とも連携した介護休
業制度の周知を行うとともに、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の整備を図ります。

④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、「くるみん」、「プラチナくるみん」の認定基準の改
正と、それに伴い新たに創設される「トライくるみん」及び不妊治療と仕事との両立に係る
「くるみんプラス」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。

第２ 多様な人材の活躍促進

第２ 多様な人材の活躍促進 ４

くるみん プラチナくるみん

１ 女性活躍・男性の育児休業取得等の促進

くるみん認定制度とは
次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定し、
行動計画に定めた目標を達成するなどの要件を満たした企
業は「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定
を受けることができます。
くるみん認定を受けた企業が、より高い基準を満たすと、
特例認定（プラチナくるみん）を受けることができます。

認定件数 山口26社（プラチナくるみん2社）、全国3,912社（令和3年12月末現在）

トライくるみん くるみん プラチナくるみん



(2)ハローワーク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を対象とした
マザーズコーナー（山口、下関、宇部、徳山）を中心
に、個々の求職者のニーズに応じたきめ細かな就職支
援を実施します。

□ＳＮＳを活用してマザーズコーナーが行う就職面接会、
就職支援セミナーなどの情報発信を積極的に行います。

(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、一般事業主行動計画の策定・届出・公表が義務化される101人以上
規模の事業主に対して、法の着実な履行確保が図れるよう報告徴収を実施します。

(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、事業主が行動計画
に盛り込むことが望ましい事項として
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
知を図ります。

□不妊治療と仕事の両立については、
「不妊治療を受けながら働き続けら
れる職場づくりのためのマニュアル」
の周知を図り理解を深めるとともに、
「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)」や
「両立支援等助成金（不妊治療両立支
援コース）」を活用し、不妊治療のた
めに利用できる休暇制度を導入するな
ど、環境整備に取り組む中小企業事業
主を支援します。

▲詳しくは
こちら

マニュアル
より抜粋▼

えるぼし認定制度とは

1段階目 2段階目 3段階目 プラチナえるぼし
行動計画に定めた目標を達成しており、
女性の活躍に関する状況が特に優良な
場合に受けることができます

女性活躍推進法に基づき、行動計画
の策定・届出を行い、女性の活躍に
関する状況が優良な企業は、厚生労
働大臣の「えるぼし」認定を受ける
ことができます。

認定件数 山口15社、全国1,601社（令和3年12月末現在）

５ 第２ 多様な人材の活躍促進



新規学卒者の就職支援は、新型コロナウイルスの感染状況にも注視しつつ、山口新卒応援ハロー
ワークをはじめ、各ハローワークにおいて、きめ細かな就職支援や定着支援を行っていく必要が
あります。

□山口新卒応援ハローワーク及び各ハローワーク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を実施します。

□Ｗｅｂ形式の就職フェアと対面式就職フェアを並行して実施することにより、効果的な情報
提供・就職支援を行います。

□新卒応援ハローワーク公式ＬＩＮＥに
よる積極的な情報発信を行います。

第２ 多様な人材の活躍促進 ６

(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への取組
支援

□新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える妊娠中の女性労働者が、作業の制限や出勤
の制限といった母性健康管理措置を適切に講じられるよう男女雇用機会均等法の履行確保を
図ります。

□妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得することが出来る職場環境整備の推進を図るため、
両立支援等助成金（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休暇取得支
援助成金、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休暇制度導入助成金)
による支援を行います。

ユースエール認定制度とは
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況など
が優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大
臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。

「若者雇用促進総合サイト」
認定件数 山口14社、全国879社（令和３年12月末現在）

若者の就職支援に積極的な優良企業を検索
できる企業データベースです

大学生等対象就職フェア
（４月開催）

高校生就職フェア
（10月開催）

２ 新規学卒者等への就職支援



新型コロナウイルス感染症の影響を受けた非正規雇用労働者の雇用の安定のため、きめ細かな就
職支援や定着支援を実施します。また、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に向けて、非正
規雇用労働者の処遇改善や人事評価制度の整備、正社員転換を推進します。

(1)ハローワークによる求職者の状況に応じたきめ細かな就職支援

□非正規雇用労働者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、担当者制により、求職者の状況に応じたきめ細かな支援を行います。

(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

①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

□パートタイム・有期雇用労働法及び労働者
派遣法に基づく計画的な個別企業指導を実
施し、法の履行確保を図ります。
また、説明会を通じて法の理解を深めると
ともに、「働き方改革サポートオフィス山口」と連携し、
個々の企業や業種別団体に配慮した相談支援を実施します。

□非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主を支援する「キャリアアップ助
成金」について、積極的に周知を行い活用を促します。

②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に対して、働き方・休み方改善コンサルタン
トを活用し無期転換ルールの円滑な運用のための周知を行います。

(3)求職者支援制度による再就職支援

□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、
求職者支援制度の積極的な周知・広報により制度の活用を推進します。

(4)フリーターへの就職支援

□ハローワークに配置された就職支援ナビゲーターの担当者制による就職プランの作成の就職
支援、就職活動に必要な各種セミナーの開催、求職者のニーズ、能力等に応じた個別求人開
拓、就職後の定着支援の実施など、きめ細かな個別支援を通じて正社員就職を支援します。

(5)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

□ハローワークにおいて市町との協定に基づき、ハローワークと市町が一体となって、生活困
窮者、生活保護受給者及び児童扶養手当受給者等に早期かつきめ細かな就労支援を実施しま
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

７ 第２ 多様な人材の活躍促進



いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、様々な課題
に直面している者がいます。その方々に対して、個々人の状況に応じた支援により、就職氷河期
世代の活躍の場を更に広げられるよう、「やまぐち就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」
において策定した「やまぐち就職氷河期世代活躍支援プラン」に基づき、３年間（令和２年度～
４年度）で集中的な取組を行っています。

(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

□ハローワーク宇部に設置した就職氷河期世
代専門窓口において、担当者制によるチー
ムを結成し、就職から職場定着まで一貫し
た支援を行います。

(2)地域若者サポートステーションを通じた継続
的な支援

□就職氷河期世代も含め、就労にあたって課
題を有する方々に対し、地域若者サポート
ステーションにおいて、職業的自立に向け
た継続的な支援を推進します。

(3)「やまぐち就職氷河期世代活躍支援プラット
フォーム」を活用した支援

□「やまぐち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、
企業説明会の開催を通じ、就職氷河期世代
の雇い入れや正社員化の支援を行います。

４ 就職氷河期世代の活躍支援

第２ 多様な人材の活躍促進 ８

■山口労働局では、就職氷河期世代活躍支援ポータルサイト「ぽかぽか未来実現サイト」を
開設しました。就職氷河期世代の方々の「これからの働き方」を応援するサイトです。
事業主の皆様へのご案内も掲載しておりますので、ぜひご覧ください！
URL：https://hyougaki-ph.com/

■厚生労働省 就職氷河期世代活躍支援プランに関する特設サイトはこちら！
URL：https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/

ポータルサイトのご案内



少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、働く意欲がある高齢者が年齢にかかわりなくそ
の能力・経験を十分に発揮し、活躍できる社会を実現することが求められています。

(1)70歳までの就業機会確保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歳を超える定年年齢の引上げや継
続雇用制度の導入等に向けた意識啓発を図ります。

(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

□「生涯現役支援窓口」（山口、下関、宇部、防府、徳山、岩国）において、65歳以上が活躍
できる求人開拓や支援チームによる効果的なマッチング支援を行うなど再就職支援に重点的
に取り組みます。

(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

□高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向けた「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）の周知を図ります。

□高年齢労働者に特有のリスクを低減するため、設備の改善や健康確保のための措置等に取り
組む中小企業を支援するエイジフレンドリー補助金の周知を図ります。
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民間企業や公的機関に対し、障害者の雇用促進や職場定着を一層推進するほか、多様な障害・特
性に対応した適切な就労支援に取り組む必要があります。

(1)中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援

□ハローワークと地域の関係機関が連携し、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し、障害者の雇入れから定着までの支援を強化します。

(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

□精神障害者、発達障害者、難病患者等の求職者については、ハローワークにおいて専門の担
当者による多様な障害・特性に対応した就労支援を実施します。

外国人労働者が安心して働き、その能力を十分に発揮することができる環境を確保するため、支
援体制の整備を推進する必要があります。

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
についても積極的に実施します。
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もにす認定制度とは
障害者の雇用の促進や安定に関する取組などが
優良な中小企業を、障害者雇用促進法に基づき
厚生労働大臣が「もにす認定事業主」として認
定しています。

認定件数 山口２社、全国117社（令和3年12月末現在）

企業と障害者が、明るい
未来や社会の実現に向けて

という思いをこめて、
愛称を‘‘もにす’’と
名付けました。

と も に す す む

６ 障害者の就労促進

７ 外国人に対する支援
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「もにす認定事業主」

達成企業割合（％）

雇用率
（％）



ウィズコロナ時代の新しい働き方として、テレワーク、労働時間外の副業・兼業、フリーランス
など、事業者や働く人のニーズに合わせた多様な働き方が広がっています。こうした多様な働き
方の普及によって長時間労働となり、働く人の健康が阻害されないよう、対策を講じることが必
要です。

(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、良質なテレワークの普及促進を図るため、あらゆる機会を捉え、
「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、
テレワーク相談センターとの間で緊密な連携を図り、人材確保等支援助成金（テレワークコ
ース）の利用勧奨と併せ、相談支援を行います。

(2)副業・兼業を行う労働者の健康確保に取り組む企業への支援

□事業者による副業・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）の支
援事業を周知します。

□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」について、わかりやすい解説パンフレットを活用した周知を行います。

(3)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日制度を含め、働き方・休み方改革に取り組んでいる企業の好事例を紹介する
とともに、多様な正社員制度についても事例の提供による更なる周知を行います。

第３ 誰もが働きやすい職場づくり

テレワーク相談センター
住所／東京都千代田区神田駿河台１-８-１１

東京ＹＷＣＡ会館３０３
一般社団法人日本テレワーク協会内

TEL／０１２０－８６１００９
（平日９時～17時、土日祝・12/29～1/3を除く)

E-mail／sodan@japan-telework.or.jp

◀詳しくはこちら

テレワーク総合ポータルサイトはこちら▶

１ 柔軟な働き方がしやすい環境整備

11 第３ 誰もが働きやすい職場づくり



新型コロナウイルス感染症の感染予防のために、職場における感染防止対策に取り組む必要があ
ります。
また、中小企業・小規模事業者においても働き方改革を実現できるよう、事業者に寄り添った相
談・支援をすることが重要です。
さらに、増加傾向が続く労働災害の発生を減少に転じさせるため、重点業種を中心とした労働災
害防止対策に取り組むとともに、就業構造の変化や災害発生状況を踏まえた対策に取り組むこと
が重要です。

(1)職場における感染防止対策等の推進

□「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」において、事業者や労
働者からの相談に対して丁寧な対応を行うとともに、「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」等を活用した職
場における感染拡大防止対策について取組を進めます。

□高年齢労働者の感染防止対策を推進するため、社会福祉施設などで利用者との接触業務を簡
素化するための改善に利用できるエイジフレンドリー補助金を周知します。
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(2)長時間労働の抑制

① 生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む事業者の支援

□労働基準監督署において、中小規模の事業場を対象に労働時間相談・支援コーナーでの相談
対応のほか、労働時間相談・支援班による説明会の開催や個別訪問により、平成31年４月１
日から順次施行された改正労働基準法の周知と対応にあたってのきめ細かな支援を行います。

□働き方・休み方改善コンサルタントが実施
するコンサル業務において改善プランの提
供を行い、専門的な助言を行います。

□働き方改革サポートオフィス山口によるワ
ンストップ相談窓口において、関係機関と
連携を図りつつ、窓口相談、個別訪問支援
やセミナー実施等きめ細かな支援を行いま
す。

□「働き方改革推進支援助成金」の活用によ
り、生産性を高めながら労働時間の短縮や
年休の取得促進に向けた環境整備等に取り
組む中小企業・小規模事業者を支援します。

②自動車運送業、建設業における勤務環境の改善

□トラック運送業における勤務環境の改善を図るため、荷主に対して「荷主と運送事業者の協
力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」の周知を行います。

□生産性向上を図りながら労働時間短縮に取り組むための助成金（働き方改革推進支援助成金)
の活用を推進します。

③ 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助成金制度（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への導入促進を図りま
す。

厚生労働省では、トラック運転者の長時間労働の
現状や、その改善に向けた取組、施策などの情報
を、ポータルサイトを通じて提供しています。
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働き方改革特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

働き方改革サポートオフィス山口
場所：山口市小郡高砂町２－11

新山口ビル５階
電話：０１２０－１７２－２２３



④長時間労働の抑制に向けた監督指導体制の強化と過労死等防止への啓発

□月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
た事業場に対しては、引き続き監督指
導を行います。

□11月の「過労死等防止啓発月間」には、
過労死等防止対策推進シンポジウムの
開催や過重労働解消キャンペーンの展
開などを行い、過労死等防止への理解
促進と啓発を図ります。

⑤長時間労働につながる取引環境の見直し

□大企業・親事業者が働き方改革に伴う長時間労働の削減に取り組むことにより、下請中小事
業者への短納期発注や急な仕様変更などが生じることのないよう、「しわ寄せ防止のための
総合対策」に基づき、関係法令の周知や労働局幹部による要請を行い「しわ寄せ」防止につ
いての周知啓発を図ります。

□監督指導の結果、下請中小事業者の労働基準関係法令違反の背景に、大企業・親事業者の下
請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第120号）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。

⑥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。

過労死等防止対策推進シンポジウム
（山口県教育会館ホール 令和３年11月）
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(3)労働条件の確保・改善対策

① 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業に対する適切な労務管理に関する啓発
指導の実施

□新型コロナウイルス感染症の影響によ
り生じた解雇、休業等労働条件に係る
相談に丁寧に対応するとともに、事業
者に対しては適切な労務管理がなされ
るよう啓発指導を実施します。

②法定労働条件の確保

□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・定着に向けて、
労働基準関係法令や「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」の周知徹底を
図るとともに、監督指導を行います。

□度重なる指導にもかかわらず法違反を
是正しない事業場、法違反を繰り返す
事業場など重大・悪質な事案に対して
は、司法処分も含めて厳正に対処しま
す。

□中小企業に対しては「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、賃金引上
げの意向確認や「業務改善助成金」、
「下請かけこみ寺」などの転嫁対策関
連施策の紹介も行います。

□労働基準監督署が受理する申告・相談
や平日夜間、土日・祝日に実施してい
る「労働条件ほっとライン」、インタ
ーネットからの情報のうち、法違反が
疑われるものについては、監督指導を
実施します。

③「労災かくし」の排除に係る対策の一層
の推進

□「労災かくし」が後を絶たないため、
引き続きその防止に向けた周知・啓発
を図るとともに、「労災かくし」が明
らかになった場合には、司法処分（送
検）を含め厳正に対処します。 3
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労災かくしの送検件数
送検件数

厚生労働省では、基本的な労務管理、安全衛生管
理を設問に答えながらWEB診断できるサイトを設
けています。
また、36協定届や就業規則をWEB上で作ることが
できる作成支援ツールも利用できます。

▲詳しくは
こちら
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(4)労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

① 第13次労働災害防止計画重点業種の労働災害防止対策の推進

□第13次労働災害防止計画の最終年にあたり、目標の達成に向け重点業種を中心とした指導や、
労働災害防止団体と連携した自主的な取組の促進を進めます。

□災害発生の割合が高い以下の業種について重点的に対策を進めます。

②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

□高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向けた「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）の周知を図ります。

□高年齢労働者に特有のリスクを低減するため、設備の改善や健康確保のための措置等に取組
む中小企業を支援するエイジフレンドリー補助金の周知を図ります。
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13次防減少目標と重点業種の災害発生状況（山口県） ※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害
を除く

１ 死亡災害を15％以上減少させること
２ 死傷災害を５％以上減少させること
３ 建設業、製造業の死傷災害を15％以上減少させること

第13次労働災害防止計画目標
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関係機関との合同パトロール
（令和３年７月）

重点業種 対策事項

第三次産業 小売業や介護施設を中心に、リーディングカンパニーを構成員とする協議会の設置・運営や企業
における自主的な安全衛生活動の導入支援による安全衛生に対する気運の醸成を図る。

陸上貨物運送事業 荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく取組の促進

建設業 墜落・転落災害防止対策の徹底

製造業 機械災害防止のため、機械の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

林業 伐採作業等の労働災害防止対策の促進

死
傷
災
害

全体

減少目標

第三次産業

製造業
建設業

陸上貨物運送事業

１２次防 １３次防

（令和３年は１月末現在）
（件）



③ 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、健康リスクの高い労働者を見逃さないため、医
師による面接指導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、周知・指導を行います。

□事業場における労働者の健康保持増進のための指針（ＴＨＰ指針）に基づき労働者の健
康保持増進に取り組む企業に対する「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」
の周知を図ります。

□中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援するため、産業保健総合支援センターと
地域産業保健センターが実施する研修や訪問支援、各種助成金について周知を図ります。

④新たな化学物質規制の周知、石綿ばく露防止対策の徹底

□自律的な管理を基軸とする規制へ大き
く方向転換することが検討されている
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。

□溶接ヒュームのばく露防止対策など、
改正特定化学物質障害予防規則の周知・
指導を行うとともに、フィットテスト
の円滑な施行に向けた支援を行います。

□建築物・船舶等の解体・改修作業に従
事する労働者の石綿ばく露を防止する
ため、改正石綿則に基づく建築物石綿
含有建材調査者講習の受講勧奨、石綿
届出システムによる事前調査結果の報
告や石綿除去作業時におけるばく露防
止措置の徹底、及びリフォームも含む
発注者への制度の周知を図ります。

□令和４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。

(5)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補償については、労働者、事業者等から相談があ
った場合には懇切丁寧に対応し、労災補償における取扱いに基づきその適正な運用を図
ります。

□精神障害及び脳・心臓疾患などの過労死等事案に係る労災保険の給付については、認定
基準の改正を踏まえ、迅速・公正な処理に取り組みます。
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石綿総合情報
ポータルサイト



(6)総合的なハラスメント対策の推進

① 職場におけるハラスメントに関する
雇用管理上の防止措置義務の履行確保

□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、
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し、法の履
行確保を図ります。

②就職活動中の学生に対するハラスメント
対策の推進

□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。

□学生に対しては、相談先を記載したリー
フレットを活用し、一人で悩むことがな
いよう支援します。

③ 職場におけるハラスメントへの周知啓発の
実施及びカスタマーハラスメント対策の推進

□12月の「ハラスメント撲滅月間」を活用し、
事業主への周知啓発を実施します。

□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。

最低賃金については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、より早期に全国加重平
均1,000円とすることを目指すとされていることから、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい
環境の整備に一層取り組むことが必要です。

(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

□業務改善や生産性向上を図る中小企業・
小規模事業者に対し「業務改善助成金」
の活用を推進し、賃金引上げを支援しま
す。

(2)最低賃金制度の適切な運営

□最低賃金については、事業者、労働者等
に周知徹底し、履行確保に問題があると
考えられる地域、業種等を重点として、
監督指導を行います。

▲
山口労働局
作成の解説
動画をご覧
ください

◀

　山口県最低賃金（時間額） 857 円

　山口県特定（産業別）最低賃金（時間額）
鉄鋼業、非鉄金属製錬･精製業、

非鉄金属・同合金圧延業、
非鉄金属素形材製造業

995
円

電子部品・デバイス･電子回路、

電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

921
円

輸送用機械器具製造業 965 円

百貨店，総合スーパー 875 円

３ 最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進
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病気を抱える労働者が、治療を行いながら働き続けられるよう、企業と医療機関が、労働者の病
気の治療と仕事の両立をサポートする仕組みの整備に着実に取り組むことが必要です。

(1)治療と仕事の両立支援に関する取組の促進

①ガイドライン、マニュアル等の周知啓発

□山口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」並びに及び山口県地域両立支援チ
ームで作成した「治療と仕事の両立支援連絡帳」（令和４年改訂予定）の周知・普及を図り
ます。

□治療と仕事の両立支援に取り組む企業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、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

□山口県地域両立支援推進チームにおいて策定した計画（令和４年から８年）に基づき、「仕
事と治療の両立支援連絡帳」の共有・配布を始めとした両立支援に係る取組の効果的な連携
と一層の促進を図ります。

(2)トライアングル型サポート体制の構築

□主治医、会社（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。そ
のため、山口県地域両立支援推進チーム
を通じて、両立支援コーディネーターの
役割の理解の普及促進及び養成研修の周
知、受講勧奨を行います。

□ハローワークに設置する「長期療養者支
援窓口」（下関、宇部、徳山、岩国）の
就職支援ナビゲーターとがん診療連携拠
点病院が連携して、出張相談またはオン
ラインでの相談を行います。

４ 治療と仕事の両立支援
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目的に応じた相談窓口

職場のトラブル
山口労働局の相談窓口として「ワンストップサービス」を提供。
解雇理由、配置転換、退職勧奨、労働条件不利益変更、
いじめ・いやがらせ等の労働問題に関する相談

各総合労働相談コーナー
雇用環境・均等室内
各労働基準監督署内

労働条件 解雇、賃金・退職金不払、労働時間、
年次有給休暇等に関する相談

各労働基準監督署
監督課

ハラスメント、
仕事と家庭の
両立支援

職場における男女の均等な処遇、セクシュアルハラスメント、
母性健康管理、女性の活躍推進、育児・介護休業、
パートタイム労働に関する相談

雇用環境・均等室

安全衛生
職場の安全衛生に関する相談
労働者の健康管理に関する相談
安全衛生の免許等に関する相談

各労働基準監督署
健康安全課

最低賃金 最低賃金制度に関する相談 賃金室

就職・雇用

従業員の募集、新規学卒者の募集、
仕事探しに関する相談、
労働者派遣に関する相談

各ハローワーク
職業安定課
需給調整事業室

高齢者、障害者、外国人等の雇用管理に関する相談 各ハローワーク
職業対策課

職業訓練、求職者支援制度に関する相談 各ハローワーク
訓練室

労働保険 労働保険の加入、申告、納付等に関する相談 各労働基準監督署
労働保険徴収室

労災保険
仕事中や通勤途上のケガ（職業性疾病を含む）をした時の
労災請求方法や給付に関する相談
労災年金受給者の年金等に関する相談

各労働基準監督署
労災補償課

雇用保険 労働保険の加入、失業給付、育児休業給付、介護休業給付、
高年齢者雇用継続給付、教育訓練給付に関する相談 各ハローワーク

情報公開 行政文書開示請求・保有個人情報開示請求に関する相談 総務課

労働条件等関係助成金の相談窓口
生産性向上等を通じた最低賃金の
引上げを支援 ・業務改善助成金

雇用環境・均等室
労働時間等の設定改善を支援 ・働き方改革推進支援助成金

受動喫煙防止対策を支援 ・受動喫煙防止対策助成金 健康安全課 20

雇用関係助成金の相談窓口

雇用維持関係 ・雇用調整助成金 ・緊急雇用安定助成金
・産業雇用安定助成金

職業対策課
各ハローワーク

再就職支援関係 ・労働移動支援助成金

転職・再就職
拡大支援関係 ・中途採用等支援助成金

雇入れ関係 ・特定求職者雇用開発助成金 ・トライアル雇用助成金
・地域雇用開発助成金

人材開発関係 ・人材開発支援助成金

雇用環境整備等
関係

・キャリアアップ助成金
・人材確保等支援助成金（テレワークコース以外）

・人材確保等支援助成金（テレワークコース）
雇用環境・均等室

両立支援等関係 ・両立支援等助成金・新型コロナウイルス感染症に関する母性
健康管理の措置による休暇制度導入助成金



山口労働局の組織

〒753-8510
山口市中河原町6－16 山口地方合同庁舎２号館 電話番号 FAX番号

総 務 部 総務課 6F 083-995-0360 083-995-0378

労働保険徴収室 5F 083-995-0366 083-995-0369

雇用環境・均等室 5F 083-995-0390 083-995-0389

総合労働相談コーナー 5F 083-995-0398 083-995-0389

労働基準部 監督課 6F 083-995-0370 083-995-0376

健康安全課 6F 083-995-0373 083-995-0376

賃金室 6F 083-995-0372 083-995-0376

労災補償課 6F 083-995-0374 083-995-0377

職業安定部 職業安定課 7F 083-995-0380 083-995-0384

需給調整事業室 5F 083-995-0385 083-995-0389

山口労働局電子申請事務センター
（宇部公共職業安定所内） 0836-39-5982 

訓練室 7F 083-995-0387 083-995-0384

職業対策課 7F 083-995-0383 083-995-0384

労働基準監督署

１ 事業場に対する監督指導
２ 重大・悪質な法違反事案等についての司法処分
３ 事業主等から提出される許可申請、認定申請、

届出等の処理
４ 申告・相談等に対する対応
５ 機械設備の安全・衛生面の検査
６ 災害調査の実施・統計調査の実施
７ 労災保険の給付及び社会復帰促進事業
８ 労働保険の適用・徴収

公共職業安定所（ハローワーク）

１ 仕事をお探しの方へのサービス
①窓口での職業相談・職業紹介
②求人情報の提供
③雇用保険の給付
④職業能力向上のための職業訓練等の相談

２ 事業主の方へのサービス
①求人の受付・人材の紹介
②雇用保険の適用
③雇用に係る助成金・給付金の支給
④雇用管理サービス（障害者・高年齢者の雇用など）
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山口県内のハローワーク・ハローワークの付属施設

山口県内の労働基準監督署・総合労働相談コーナー

名称 所在地 電話番号 FAX番号

下関労働基準監督署 〒750-8522
下関市東大和町2-5-15

方面
（労働時間・賃金・解雇） 083-266-5476

083-266-5480

安全衛生課
（機械等設置届・健康診断） 083-237-2166

労災課
(労災保険の手続) 083-237-2167

総合労働相談コーナー 083-266-5479

宇部労働基準監督署
〒755-0044

宇部市新町10-33 
宇部地方合同庁舎

方面
(労働時間・賃金・解雇) 0836-31-4500

0836-31-4502

安全衛生課
(機械等設置届・健康診断) 0836-48-0089

労災課
(労災保険の手続) 0836-48-0090

総合労働相談コーナー 0836-31-4509

徳山労働基準監督署
（総合労働相談コーナー）

〒745-0844
周南市速玉町3-41 0834-21-1788 0834-21-1690

下松労働基準監督署
（総合労働相談コーナー）

〒744-0078
下松市西市2-10-25 0833-41-1780 0833-41-4262

岩国労働基準監督署
（総合労働相談コーナー）

〒740-0027
岩国市中津町2-15-10 0827-24-1133 0827-24-1135

山口労働基準監督署
〒753-0088

山口市中河原町6-16
山口地方合同庁舎１号館

方面
(労働時間・賃金・解雇) 083-922-1238

083-922-1483

安全衛生課
(機械等設置届・健康診断) 083-600-0361

労災課
(労災保険の手続) 083-600-0362

総合労働相談コーナー 083-600-0370

萩労働基準監督署
（総合労働相談コーナー）

〒758-0074
萩市大字平安古町599-3
萩地方合同庁舎

0838-22-0750 0838-22-1089

名称 所在地 電話番号 FAX番号

山口公共職業安定所 〒753-0064 山口市神田町1-75 083-922-0043 083-925-4999

下関公共職業安定所 〒751-0823 下関市貴船町3-4-1 083-222-4031 083-232-1350

大和町庁舎 〒750-0066 下関市東大和町2-3-6 083-266-4151 083-266-6134

宇部公共職業安定所 〒755-8609 宇部市北琴芝2-4-30 0836-31-0164 0836-31-1835

防府公共職業安定所 〒747-0801 防府市駅南町9-33 0835-22-3855 0835-25-4033

萩公共職業安定所 〒758-0074 萩市大字平安古町599-3 萩地方合同庁舎 0838-22-0714 0838-25-8581

長門分室 〒759-4101 長門市東深川1324-1 0837-22-8609 0837-22-6270

徳山公共職業安定所 〒745-0866 周南市大字徳山7510-8 0834-31-1950 0834-31-1966

下松公共職業安定所 〒744-0017 下松市東柳1-6-1 0833-41-0870 0833-41-5482

岩国公共職業安定所 〒740-0022 岩国市山手町1-1-21 0827-21-3281 0827-23-2863

柳井公共職業安定所 〒742-0031 柳井市南町2-7-22 0820-22-2661 0820-22-1069

山口新卒応援ハローワーク 〒754-0041 山口市小郡令和1-1-1 083-973-8080 083-973-7123

ハローワークプラザ下関 〒750-0025 下関市竹崎町4-3-3
ＪＲ下関ビルｒｉｐｉｅ（リピエ）2階 083-231-8189 083-232-6176

山陽小野田市地域職業相談室 〒756-0057 山陽小野田市大字西高泊1259-1
（山陽小野田市雇用能力開発支援センター内） 0836-81-4511 0836-84-8541
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◆山口労働局ホームページ

https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/home.html

◆労働保険の電子申請

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/
denshi-shinsei.html

◆ハローワークインターネットサービス

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/


