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施行： 2020年４月１日～　※中小企業は、2021年４月１日～

「働き方｣ が変わります!!

年次有給休暇の確実な取得が必要です！

働き方改革関連法成立

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、

臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、
複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます！
同一企業内において、
正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、

基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

２０１９年４月１日から
働き方改革関連法が順次施行されます

施行：2019年４月１日～　※中小企業は、2020年４月１日～

時間外労働の上限規制が導入されます！

施行： 2019年４月１日～

「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ
改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
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働き方改革
推進支援センター

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃
金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題につい
て、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
 ▶検索ワード：働き方改革推進支援センター
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

産業保健総合支援
センター

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、
産業保健の専門家が相談に応じます。
 ▶検索ワード：産業保健総合支援センター
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx

よろず支援拠点

生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる
課題について、専門家が相談に応じます。
 ▶検索ワード：よろず支援拠点

     https://yorozu.smrj.go.jp/

商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、
中小企業・小規模事業者の取組を支援します。
 ▶検索ワード：全国各地の商工会WEBサーチ

       http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754

 ▶検索ワード：全国の商工会議所一覧

       https://www5.cin.or.jp/ccilist

   ▶検索ワード：都道府県中央会

       https://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm

ハローワーク

求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や
就職面接会などを実施しています。
 ▶検索ワード：ハローワーク
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

医療勤務環境改善支援
センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関の
ニーズに応じて、総合的なサポートをします。
 ▶検索ワード：いきサポ

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
 ▶検索ワード：労働基準監督署    
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

都道府県労働局
【パートタイム労働者、有期雇用
 労働者関係】
  雇用環境・均等部（室）
【派遣労働者関係】
  需給調整事業部（課・室）

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応
じます。
 ▶検索ワード：都道府県労働局

 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。

相 談 窓 口 の ご 案 内

১

प
ण
ः
थ

ୖ

ੰ
ৠ
भ
੍
ର 大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター ☎ 0120-791-149

大阪産業保健総合支援センター ☎ 06-6944-1191

大阪府医療勤務環境改善支援センター ☎ 06-6776-1616
－3－

- 4 -



－5－

厚生労働省 大阪労働局・各労働基準監督署
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/

台風 21 号により府内で屋根の損壊や窓ガラスの破損等多くの事業場や

家屋等で被害が発生しています。

被災した建物等の復旧工事により、平成 30 年 9 月 12 日現在 2 名が死

亡、休業 4 日以上が 2 名となっています。

スレート材などは、見た目と違って弱く壊れやすいため、自分が作業し

ている場所や付近の床の材質や状態などに十分注意することが大切です。

特に、専門工事業者が来る前に自社で仮復旧を行う場合は、十分な墜落

防止措置を行うことが必要です。

命綱ＧＯ活動とは、安全帯（別名「命綱（いのちづな）」とも呼ばれている。）を着

用しながらも使用しないことで多くの人命が失われています。

墜落・転落により命を落とすことなく、確実に使用することで命をつなぐことがで

きる用具であることにゴロを合わせ、安全帯使用の徹底を図る活動です

○ 建設現場において、安全帯の確実な使用を徹底するため、安全帯試行訓練（作業前に安全
帯の点検を兼ねて、単管等にてフックの着脱訓練を行う）を実施する。

○ 安全帯使用の重要性を再認識し、墜落危険箇所では作業者間で相互の使用の確認を徹底す
る。

○ 作業床や手すりの設置が困難な場所での作業時に親綱等安全帯取付け設備の設置を徹底
する。

○ 二丁掛け安全帯を基本に、高所作業における墜落時の衝撃を緩和するフルハーネス型安全
帯の使用を徹底する。

番号 災害の程度 災害発生状況 発生場所

１ 死 亡
台風 21 号による工場の屋根修繕工事中に労働者が屋根を踏み抜

き、約 20m 墜落した。
大阪市

２ 死 亡
台風 21 号の影響により一部破損した倉庫屋根にシートをかける

為、屋根にあがった労働者が高さ約 5m から墜落した。
貝塚市

３ 休業 3 か月

台風 21 号により天井部分を覆うテントシートが破損しめくれ上

がったため、倉庫の梁の一番上に登り、破れた部分をはがそうと

した際に地面まで墜落した。

柏原市

４ 休業 3 か月
台風 21 号の被害調査・養生のため、2 階建て住宅の屋根のシート

養生を行っていた際に地面に墜落した。
岸和田市

H30.0９

死傷災害発生状況

命綱ＧＯ活動
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厚生労働省では、今般、建設業等の高所作業において使用される現行の「安全帯」について、名称･

範囲と性能要件を見直すとともに特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化

する政省令を改正するとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。

墜落災害防止のポイント

労働安全衛生規則 抜粋
（スレート等の屋根上の危険の防止）
第５２４条 事業者は、スレート、木毛板等の材料

でふかれた屋根の上で作業を行なう場
合において、踏み抜きにより労働者に危
険を及ぼすおそれのあるときは、幅が３
０センチメートル以上の歩み板を設け、
防網を張る等踏み抜きによる労働者の
危険を防止するための措置を講じなけ
ればならない。

◆ リスク“ゼロ”大阪推進運動は、「災害ゼロ・疾病ゼロの大阪」を実現することを究極の目標として、労働災害の防止、

重篤災害の撲滅に向け、働く者すべてがそれぞれの立場で自主的に安全衛生活動を実践し、職場風土と安全文化を構築し

ていくための啓発運動です。

◆ この運動は、平成３０年度を初年度とする「大阪労働局第１３次労働災害防止推進計画」の目標を達成するため、工場、

現場、事務所、店舗などの職場に潜むリスクの洗い出しを行い、これに基づき設備の改善、作業手順の見直し、安全衛生

教育の実施などの対策の徹底により、災害のリスクをなくし、「正規」「非正規」等の区別無く、全ての労働者の健康が確

保され、安全・安心に働くことができる職場の実現に取り組むものです。

◆ 期 間 ◆ 平成３０年度から５か年

自分の足もとに

要チュー意じゃ！

安全帯のガイドライン 検 索 安全帯の改正 検 索



　　　　　厚生労働省・大阪労働局・管内労働基準監督署

●長袖の作業着など肌の見えない服装で作業しましょう。
●ヘルメットや安全靴など底の厚い靴、丈夫な手袋を着用しま
しょう。
●防じんマスクやゴーグルを着用しましょう。
●防じんマスクの使用に当たっては、使用前に漏れがないか確認
するためのフィットチェックを必ず行いましょう。 

●作業を開始する前に、作業責任者が誰か確認し、その方の指示を
受けて作業を行いましょう。
●周りで作業を行っている人に危険が及ぶことのないよう、連絡を
取り合って、十分注意して作業を行いましょう。
●がれきを運搬するための経路を確保しましょう。

１　作業を行うための服装

２　作業を始めるまでの準備

 強風・浸水・土砂崩れ等により被災した建物などのがれきの処理は、釘等

を踏み抜いたり、倒れてきたり落下してきた物に当たるなど、多くの危険を

伴います。 

 本リーフレットは、がれきの撤去等作業にあたって安全に作業を進めるこ

とができるよう、がれきの処理における留意事項をまとめたものです。

 作業の実施にあたっては、作業責任者の指示によく従って行動するととも

に、本リーフレットを参考に安全に十分注意して作業を行ってください。

ヘルメット

底の厚い靴

踏み抜き防止中敷き

丈夫な手袋

～　がれき処理作業を行う皆様  へ　～
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　　　　　必ずフィットチェックをしましょう。

　 　(A) 手を用いた方法
　　　　　吸気口を手でふさぐときは、押し
　　　　つけて面体が押されないように、
　　　　反対の手で面体を押さえながら息
　　　　を吸い、苦しくなれば空気の漏込
　　　　みがないことを示す

　次の(Ａ)、(Ｂ)の２つの方法があります

出典『鉛作業主任者テキスト』(中央労働災害防止協会編)

　(B) フィットチェッカーを用いた方法
　　　吸気口にフィットチェッカーを取り付けて息
　　を吸うとき、瞬間的に吸うのではなく、2～3
　　秒の時間をかけてゆっくりと息を吸い、苦し
　　くなれば空気の漏込みがないことを示す

(社)日本保安用品協会・日本呼吸用保護具協会編

使い捨て式防じんマスク※１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取替え式防じんマスク　※２　　　電動ファン付き呼吸用保護具
※１国家検定合格品又は米国NIOSH規格（N95,N99又はN100)適合品を使用してください。
※２国家検定合格品を使用してください。
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3　作業中に注意すべき事項

●安定の悪いがれきの上など高い所で作業しないようにしましょう。

●倒れそうな建物には近づかないようにしましょう。
※被災した建物は、丈夫そうに見えてもダメージを受けています。

●重いものを無理に一人で運ぶのはやめましょう。

●倒れた柱などの長尺のがれきを運ぶときは、周りに人がいないか十分

注意しましょう。

●薬品（液体）の容器や、液漏れした機械を見つけた場合には作業責任
者に連絡しましょう。
●古いトランス、コンデンサー等でＰＣＢが含まれているものが工場に保
管されていることがあります。特別な管理が必要なものですので不用意
に触らないようにしましょう。
●石綿が含まれているおそれのある建材については、散水等によりでき
るだけ湿潤化するとともに、原則、割らずに片付けましょう。
●作業中の重機（ブルドーザー、パワーショベル等）に近づかないように
しましょう。

　がれき処理の際…

がれきの粉じんには石綿が含まれているおそれがあります。

（１）呼吸用保護具の着用 
 粉じんを吸い込まないようにするため、呼吸用保護具（防じんマ
スク（注）又は電動ファン付き呼吸用保護具）を使用しましょう。
注）使い捨て式防じんマスクは国家検定合格品又は米国NIOSH規格（Ｎ95、N99又はN100）適合品を用い
ること。取替え式防じんマスクは国家検定品を用いること。
 なお、屋外におけるがれき処理作業は使い捨て防じんマスクで作業可能ですが、石綿の切断等作業の場合
は取替え式防じんマスク、吹付け石綿の除去作業には電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がありま
す。

（２）作業場所の湿潤化
 粉じんを飛散させないために、原則として、作業を開始する前に
建築物等への散水や、薬液の使用により、湿潤な状態としましょう。
（３）関係者以外の立ち入り禁止
 関係者以外の者が粉じんにばく露しないように、被災者等も含め、
関係者以外の者の立ち入らせないようにしましょう。
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　◆詳しくは、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

大阪労働局・管内労働基準監督署

（１）資格者の確認
 車両系建設機械、クレーン等を使用させる際は、資格の有無を確
認しましょう。
（２）機械等の点検
 機械や工具については、担当者を決め、点検・整備等を適切に実
施させましょう。
（３）機械の転倒防止
 地盤が緩んでいる等不安定な場所で作業を行う場合には、鉄板の
敷設等により車両系建設機械、クレーン等の転倒防止を図りましょ
う。

●トラックなどへがれきを積む際は「積み過ぎ」に注意しましょう。

●トラックの荷台の上のがれきには乗らないようにしましょう。

●作業中であっても、大雨の降雨に係る警報が発表された場合などには、
すみやかに作業を中止して、安全な場所に避難しましょう。
●夏場など暑い時は、水分、塩分、休憩をこまめにとりましょう。

※体調が悪くなった場合は、作業を直ちに中止し、すぐに作業責任者に
その旨を伝えましょう。
●粉じんが舞うような場所で飲食や喫煙をしないようにしましょう。
●汚水、雨水、海水、河川の流水、腐敗しやすい物が溜まっている箇所
などは酸素濃度が低かったり、硫化水素濃度が高い可能性があります。
立ち入らないようにしましょう。
●破傷風の危険があるので、傷を負った場合は、すぐに消毒・治療をしま
しょう。
●火災等によりがれきが燃焼している場合には、風上に立ち、燃焼中の
がれきに近づかないようにしましょう。燃焼後のがれきを片付ける際は、防
じんマスクを着用しましょう。

　機械を使用させるときには…

(H30.9)

　荷積みの際…

　その他…
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【障害者雇用事業所の金利負担軽減措置】

箕面市では、市内の事業主（事業を営む障害者を含む）が、障害者の労働

のために必要となる施設、設備の整備に係る費用の融資を受けた場合又は

障害者を雇用している事業主が事業資金の融資を受けた場合、当該融資に

係る利子に対し利子の補給を行います。

※申請要件として、対象となる事業所及び融資機関、融資内容などの条件があります。

なお、申請時期により対象年度（期間）に制限があります。

今後、融資をご検討の場合にも随時、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ】 箕面市 地域創造部 箕面営業室 （ＴＥＬ：０７２－７２４－６７２７）

【障害者雇用支援月間】

勤労障害者及び障害者及び障害者雇用優良事業所表彰

箕面市では、障害者の職業的自立意欲の向上と、市内事業所における障

害者雇用の推進をめざして、障害者雇用支援月間である９月に勤労障害者

及び障害者雇用優良事業所表彰を行っています。

今年も９月３日（月）に８名の勤労障害者と以下の１法人事業所を表彰い

たしました。市内各事業所におかれましては、引き続き障害者雇用のより一

層のご理解とご協力をお願いいたします。

障害者雇用優良事業所 有限会社 箕面自動車教習所

箕面営業室からのお知らせ
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