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残業 80 時間で立入り調査
へ！
0
政府の長時間労働抑制対
策

た。
さらに、
「過重労働特別監督監

◆長時間労働のない職場づく

理官」を全国 47 の労働局に 1

りへ

人ずつ配置し、態勢を強化し

近年、職場では過労死防止や

◆「残業 80 時間」で立入り調

ています。

女性の活躍推進に向けた長時

査の対象に

同省は、労働基準監督官が不

間労働の是正、そして柔軟な

政府は、労働基準監督官によ

足していることから「悪質性、

働き方が求められています

る立入り調査について、1 カ

違法性の高い所を優先して監

が、小売業など人手不足から

月の残業時間の基準の引下げ

督指導を行う」方針のようで

長時間労働が常態化している

（100 時間→80 時間）を検討

す。

業種は深刻な悩みとなってい

していることを明らかにし、

◆長時間労働が疑われる事業

ます。

新聞でも大きく報じられまし

場に対する監督指導結果

また、上記のように 1 カ月の

た。

平成 27 年 4 月から 12 月まで

残業時間の基準の引下げが行

長時間労働に歯止めをかける

に 8,530 事業場に対して実施

われることによって、より一

ため指導を強化し、子育て中

した、長時間労働が疑われる

層注意して労働時間を適正に

の女性や高齢者が働きやすい

事業場（月 100 時間超の残業

管理していかなければならな

環境を整えることがねらい

が疑われるもしくは過労死に

くなります

で、対象者は 300 万人（2.7

関する労災請求があった事業

企業にとっては今後も引き続

倍）に拡大することが予想さ

場）に対する労働基準監督署

き、長時間労働を減らすため

れています。

による監督指導の実施結果が

の体制作りや規定の見直しが

なお、法改正による規制強化

取りまとめられ、この結果、

必須と言えるでしょう。

などは見送る方向のようで

監督指導を行った 8,530 事業

す。

場のうち、半数を超える 4,790

◆「過重労働撲滅対策班＝か

事業場で違法な時間外労働が

とく」を省内に設置

確認されたため、是正・改善

４月から「雇用環境・均等
部（室）
」が新設されまし
た！

また、厚生労働省は違法な長

に向けた指導が行われまし

◆「雇用環境・均等部（室）
」

時間労働に対する監督指導を

た。

とは？

強化するため、4 月 1 日に全

なお、このうち実際に月 100

都道府県労働局は、4
都道府県労働局は、 月か

国の労働局との調整を行う

時間を超える残業が認められ

ら組織の見直しを行い、新た

「過重労働撲滅特別対策班」

た 事 業 場 は 、 2,860 事 業 場

に『雇用環境・均等部（室）』

（かとく）を省内に設けまし

（59.7％）でした。

（北海道、東京、神奈川、愛

知、大阪、兵庫、福岡の７局

者が窓口をたらい回しにさ

○ 雇用保険被保険者資格取

は『雇用環境・均等部』
、その

れることや同じ企業への指

得届の提出＜前月以降に

他の局は『雇用環境・均等室』
）

導や勧告を異なる部署が行

採用した労働者がいる場

を設置しました。

うことがなくなり、効率的な

合＞

対応が可能になるとしてい

［公共職業安定所］

労働局は男女ともに働きや
すい雇用環境を実現するた

ます。

○ 労働保険一括有期事業開

め、総合的な行政の展開や相

各労働局に寄せられる職

始届の提出＜前月以降に

談窓口の一本化を実施するこ

場における嫌がらせ（ハラス

一括有期事業を開始して

とにより、業務の合理化・効

メント）の相談は年々増えて

いる場合＞

率化を推進こととしていま

いますが、『雇用環境・均等

［労働基準監督署］

す。

部（室）』の設置により、こ

31 日

◆組織見直しの内容は？

れからの企業の労働環境改

○ 軽自動車税の納付［市区

労働局はこれまで、パワハ
ラ・解雇に関する相談・紛争

善、紛争の未然防止・解決へ
の推進が期待されます。

町村］
○ 自動車税の納付［都道府
県］

解決を「総務部企画室」
、これ

○ 健保・厚年保険料の納付

発指導を「労働基準部」
、セク

5 月の税務と労務の手続
期限［提出先・納付先］

ハラ・マタハラに関する相談、

2日

○ 日雇健保印紙保険料受払

企業への指導や紛争解決の援

○ 預金管理状況報告の提出

助を「雇用均等室」が行うな

［労働基準監督署］

ど、所掌事務が分かれていま

○ 労働者死傷病報告の提出

○ 労働保険印紙保険料納

＜休業４日未満、１月～

付・納付計器使用状況報

３月分＞［労働基準監督

告書の提出［公共職業安

署］

定所］

らの防止に関する企業への啓

した。
しかし、
「雇用環境・均等部
（室）
」の設置により、労働相
談の窓口を 1 つにし、個別の
労働紛争を未然に防止する取

○ 健保・厚年保険料の納付
［郵便局または銀行］

［郵便局または銀行］
報告書の提出［年金事務
所］

○ 外国人雇用状況報告（雇
用保険の被保険者でない

組みとその解決のための調

○ 日雇健保印紙保険料受払

場合）＜雇入れ・離職の

停・あっせん等を一体的に実

報告書の提出［年金事務

翌月末日＞［公共職業安

施するとしています。

所］

定所］

また、女性の活躍推進、働

○ 労働保険印紙保険料納

き方の改革などの取組みを強

付・納付計器使用状況報

化するため、企業への指導や

告書の提出［公共職業安

啓発を専門的に実施する『雇

定所］

用環境改善・均等推進指導官』

○ 外国人雇用状況報告（雇

を増員することが予定されて

用保険の被保険者でない

います。

場合）＜雇入れ・離職の

◆期待されることは？

翌月末日＞［公共職業安

『雇用環境・均等部（室）』

定所］

～当事務所より一言～
いつも大変お世話になっ
ております。
保険料の改定が今月は多
いです。
いです。ご不明な点がござ

の設置は、相談窓口が１つに

10 日

いましたらいつでもご連絡

集約されることにより、セク

○ 源泉徴収税額・住民税特

ください。

ハラやパワハラを同時に受け

別徴収税額の納付［郵便

る複合的被害の場合に、被害

局または銀行］

