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要  請  書 

 

 

貴職におかれましては、長引くコロナ禍にあって難しい舵取りの

迫られるなか、県民の安全確保と生活の安心確保に向け、日々力を

尽くされておりますことに敬意を表します。 

 

働く人たちを取り巻く状況は、社会的セーフティネットの脆弱さ、

不安定雇用、貧困や格差の拡大などの課題が山積する中で、この急

激な物価高により、中小企業や非正規雇用で働く方など、より弱い

立場の人への支援を急ぐ必要があります。 

連合は、政府・自治体に対し、生活に困難を抱える人々への支援、

雇用と生活のセーフティネットの充実強化、子育てに関わる負担の

軽減など、「生活困窮者支援に関する緊急要請」をおこない、生活

危機から人々を守る政策の早急かつ着実な実行を求めています。 

 

このような状況に鑑み、この度の政策・制度要請は、取引の適正

化の実現に関わる「経済政策」、働き方改革に関わる「雇用・労働

政策」、男女の仕事と生活の調和に関わる「ジェンダー平等」など、

働くものが報われる社会、誰一人取り残されることのない社会の実

現をめざし、重点3項目10点をはじめ別紙のとおり要請致します。 

 

貴職におかれましては、昨年度要請の進捗状況や働く人を取り巻

く状況など、本要請の趣旨をご賢察のうえ、ご対応をいただきます

ようお願い申し上げます。 

以 上 
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連合兵庫 2022年度 兵庫労働局に対する政策・制度要請 [重点政策] 

 

〈経済政策〉 

取引の適正化の実現に向けて 

① サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配の実現に向けて、「働き

方」も含めた取引の適正化を進めるため、「パートナーシップ構築宣言」の取り組

みを推進・拡大すること。あわせて、関係法令の強化・徹底、「しわ寄せ」防止のた

めの総合対策の実践など、各種支援策の周知と利用拡大により、実効性を担保す

ること。 

 

〈雇用・労働政策〉 

労働行政の強化 

② 新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う不合理な解雇等を防止する観点からも、

労働関係法令を周知するとともに、雇用維持のための対応を徹底すること。やむを

得ず解雇を検討する場合でも、解雇回避努力や労働組合との協議等、「整理解雇

の４要件」に照らして厳格に判断すべきことを事業主に周知し、不適正な事案には

速やかかつ厳正に対処すること。 

 

働く者のための働き方改革に向けた監督体制の強化 

③ 時間外・休日・深夜労働の削減や不払い残業の撲滅に向けて、長時間労働が行わ

れている事業場や 36協定を締結していない事業場に対する監督指導等を徹底

し、法違反への適正・厳格な対応をはかること。 

 

④ 「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」の趣旨を正しく

周知し、労働時間把握・管理、費用負担、労働安全衛生や労働災害等について適

正な対応がはかられるよう監督指導を徹底すること。  

 

良質な雇用・就業機会の実現に向けた対応 

⑤ 雇用形態や企業規模、在職・離職の違いにかかわらず、すべての働く者・働くことを

希望する者が自己の職業能力を最大限に開発・発揮し、安定した質の高い雇用に

就くことができるよう、適切な職業能力開発機会の提供をはかること。 

 

⑥ 「就職氷河期世代」に対し、当事者に寄り添った「オンライン相談サービス」や「職

業紹介サービス」を展開するなど、職業能力開発や就労、社会とのつながりを持つ

ことに関する情報提供や啓発を行うこと。 
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地域における高齢者の就労促進 

⑦ 高年齢者雇用安定法で義務づけられている高年齢者雇用確保措置について、す

べての企業において措置が講じられるよう、ハローワークなどの行政指導を強化す

ること。 

 

真にセーフティネット機能を果たすことができる法定最低賃金制度の確立 

⑧ 最低賃金の履行確保のための監督指導を強化すること。また、中小企業・零細事

業者が最低賃金の引き上げ分を含む労務費上昇分を適切に価格転嫁できるよ

う、中小企業支援策の充実や各種助成金制度の利用促進などをはかること。 

【修正】 

 

〈ジェンダー平等政策〉 

あらゆるハラスメントの根絶とジェンダー平等の実現 

⑨ あらゆるハラスメントの根絶に向けて、ハラスメント対策関連法が定めるパワー・ハ

ラスメントに関する事業主の防止措置義務をはじめとする新たなハラスメント対策

について周知徹底をはかるとともに、2021年 6月に発効するＩＬＯ「仕事の世界

における暴力とハラスメントの根絶」に関する条約の内容も踏まえ、ハラスメントの

ない就業環境の整備に向けた取り組みを推進すること。 

 

男女が仕事と生活を調和できる環境の整備 

⑩ 新型コロナウィルス感染症流行時においても、不妊治療・妊娠・出産、育児・介護等

により離職することなく、安心して働き続けられるよう、国の動向を注視し、母性健康

管理措置に関する制度や助成金、相談窓口等の情報提供をはじめとする積極的な

取り組み支援を行う。【新規】 

 

以 上 
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その他要請項目 

〈経済政策〉 

１．取引の適正化の実現に向けて 

（１）すべての労働者の立場にたった働き方を実現するため、中小企業などの「働き方

改革」を阻害するような取引慣行の是正などを強化すること。 

 

〈雇用・労働政策〉 

２．労働行政の強化 

（１）労働関係法令の周知徹底と相談窓口の充実などをはかるとともに、労働相談へ

の支援や労働教育講座の開催など、兵庫における労働行政の充実・強化をはか

ること。 

 

（２）緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等により事業を休止する場合は、「労働

者の解雇を回避する努力を尽くすべきこと」を事業主に周知すること。また、労働

者を休業させる場合でも、「休業手当の支払義務は一律になくならないこと」、

「労働基準法上の労働者であれば、雇用形態に関わらず休業手当の支払いが必

要であること」を周知し、監督指導の徹底をはかること。 

 

（３）新型コロナウィルス感染症の影響により一時的に雇用が過剰となった企業から、

さらなる労働力が必要な企業への在籍型出向による雇用維持を支援する制度

（産業雇用安定助成金、雇用調整助成金）の活用が進むよう、事業主に周知する

こと。【修正】 

 

（４）在籍型出向に関する地域内の課題の共有と個々の地域の事例の展開を、地域在

籍型出向等支援協議会を通じて適切に実施するとともに、出向元企業と出向先

企業を把握したうえで労使による十分な協議を促し、マッチングを充実させること。 

 

（５）新型コロナウィルス感染症流行時において企業等が自主的に実施してきた在籍

型出向の事例を踏まえ、今後の在籍型出向に向けた企業支援を行うこと。【修正】 

 

（６）労働契約法第 18条の「無期転換ルール」の回避を目的とする雇止めや、労働者

派遣法の期間制限の回避を目的とした「派遣切り」などの動きは法の趣旨に反

するものであり、使用者や労働者に法の内容と趣旨の周知をはかるとともに、相

談対応を強化すること。 
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（７）労働相談への支援や労働教育講座の開催など、地方における労働行政の充実・

強化をはかること。 

 

（８）団体交渉への不当介入や不適切な情報発信など、正常な労使関係を損なう社会

保険労務士の行為についての監督を徹底し、不適切な事案に対しては厳正かつ

迅速に指導すること。 

 

３．働く者のための働き方改革にむけた監督体制の強化 

（１）働き方改革関連法の円滑な施行と定着のために、労働基準監督署および働き方

改革支援センターにおける説明会や個別相談の充実をはかり、法制度の内容の

周知徹底と企業等における取り組みへの支援を強化すること。なお、法の趣旨に

反するような脱法的な運用（例：法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、

その日を有給休暇として指定）については、厳正に対処すること。 

 

（２）労働施策総合推進法に基づく協議会を開催し、兵庫県や労使団体等の連携を強

化すること。 

 

（３）客観的方法による労働時間把握の義務化を踏まえ、「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」の周知徹底をはかり、適正

な労働時間把握に関する監督指導を強化すること。 

 

（４）メンタルヘルス対策を促進するとともに、過重労働・長時間労働と並んで過労死・

過労自殺の一因となっているハラスメント防止対策の取り組みを強化すること。 

 

（５）「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を踏まえ、県民への啓発、相談体

制の整備、民間団体の活動への支援などを積極的に推進すること。また、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を支

援・後援すること。さらに、大学や小中学校・高等学校における労働条件等に関す

る啓発の実施に関して、各地の過労死を考える家族の会や専門家を講師として

派遣するなど、啓発事業を積極的に推進すること。 

 

４．すべての労働者に対する職業能力開発機会の充実 

   ※重点政策⑤・⑥にて要請 
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５．良質な雇用・就業機会の実現に向けた対応 

（１）地域雇用に関する雇用創造事業について、「地域雇用活性化推進事業」「地域

活性化雇用創造プロジェクト」などの継続・拡充をはかり、地域における自発的な

雇用創造の取り組みなどを支援すること。 

 

（２）労働局・兵庫県・地元経済界などで構成される地域雇用創造に関する会議や協

議会などへの労働組合の参画を保障し、地域の雇用創出、地域活性化策などに

ついて総合的に検討すること。 

  

（３）障がい者の雇用の促進および雇用の安定に向け、雇用・福祉・教育の各行政機

関が地域レベルで連携するとともに、ハローワークを核とした地域のネットワーク

や、企業に対するサポートなどを重視した就労支援策を行うこと。 

 

（４）中小企業における、障がい者の雇用を推進するため、中小事業主認定制度の活

用とともに、これまで障がい者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している「雇用

ゼロ企業」に対し、準備段階から採用後の定着支援までの総合的な支援を強化

すること。 

 

（５）障がい者が雇用契約を結んで働く「就労継続支援Ａ型事業所」においても、労働

関係法令が適正に順守されるよう、事業者への指導・監督を強化すること。 

 

（６）就労希望の障がい者が、主体的にキャリア形成できるよう職業訓練や職場環境

のコンサルティング等の支援を強化すること。【新規】 

 

（７）国、学校、事業主、職業紹介事業者、求人情報提供事業等の就職支援関係者、地

域若者サポートステーションや労使団体等の地域における関係者と連携し、個々

のニーズに沿った円滑な就職等の実現に向けた取り組みを行うこと。さらに、ニー

トや中途退学者の若年無業者の就労支援体制の整備・強化をはかるとともに、中

途退学者等に対して、就労支援及び職業訓練機関に関する具体的な情報を適切

に提供すること。 

 

（８）インターンシップや内定先企業が行う研修・アルバイトについて、労働者性が認め

られる場合は、労働法規が遵守されるよう行政指導を徹底すること。 
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６．外国人労働者が安心して働くことのできる環境の整備 

（１）「外国人技能実習法」（2017 年 11 月施行）の趣旨を踏まえ、外国人技能実習

機構との相互連携を積極的にはかり、労働関係法令に対する監督指導体制を強

化すること。 

 

（２）改正「出入国管理及び難民認定法」により、2019年 4月より受入れが開始され

た在留資格「特定技能」について、特定技能外国人労働者を受け入れる事業主

が「特定技能基準省令」（「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援

計画の基準等を定める省令」）を確実に遵守するよう、監督指導体制を強化する

こと。 

 

（３）すべての外国人労働者の権利を保障し、適正な就労環境のもとで労働できるよう、

外国人労働者を雇用する事業主に対し、「外国人労働者の雇用管理の改善等に

関して事業主が適切に対処するための指針」の周知・徹底をはかること。 

 

（４）地方公共団体が設置・運営する一元的相談窓口において、地域で働き暮らすす

べての外国人に対し、労働関係法令や生活に関する情報を多言語で提供すると

ともに、母（国）語による相談・支援体制を整備・拡充すること。 

 

（５）技能実習生は在留期間に限りのある有期労働契約により雇用されている者であ

り、解雇に関しては通常の労働者よりその有効性が厳しく判断されることを周知す

るとともに、安易な解雇や強制帰国に対しては厳正に対処すること。 

 

（６）外国人労働者に対する新型コロナウィルス感染症に係る情報提供については、や

さしい日本語を始めとする多言語による最新の情報提供に努めること。 

 

７．地域における高齢者の就労促進 

（１）改正高年齢者雇用安定法で新たに努力義務となった就業確保措置について、企

業において適切な措置が講じられるよう、厚生労働省の各種ツールを活用して事

業主へ制度内容の周知を行うこと。 

 

（２）就労を希望する高年齢者に対し、ハローワークの生涯現役支援窓口等を活用し

つつ、本人の意向を踏まえた適切な就労支援を行うこと。 

 

（３）高年齢者の雇用・就業について、事業主が行うべき諸条件の整備等を示した「高

年齢者等職業安定対策基本方針」の周知を徹底すること。 
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（４）改正高年齢者雇用安定法における就業確保措置のうち「創業支援等措置」（雇

用によらない措置）に基づいて事業を行う者が 2021年 4月 1日から労災保険

の特別加入制度の対象となったことについて、事業を発注する予定の事業者およ

び創業支援等措置で就業を予定している者への周知を行うこと。 

 

（５）2022 年 4 月に施行された同一労働同一賃金に関する法律への対応を確実に

実施し、通常の労働者と定年後継続雇用労働者をはじめとする 60 歳以降のパ

ート・有期雇用で働く労働者との間の不合理な待遇差を確実に是正すること。そ

の上で、産業や業種・職種ごとに異なる労働環境等を勘案しながら、個別の労使

協議を通じて、企業や職場において最適な働き方を検討するよう周知をはかるこ

と。 

 

８．真にセーフティネット機能を果たすことができる法定最低賃金制度の確立 

（１）特定（産業別）最低賃金の適用労働者数を適切に把握することができるよう、産

業別就業者数を把握すること。 

 

＜交通・運輸政策＞ 

９．持続可能で安心・安全な社会資本整備の推進 

（１）「交通政策基本計画」を着実に実行し、経済・社会の変化に的確に対応するとと

もに、県民生活や経済活動を支える社会基盤として、持続可能で強い交通・運輸

体系を構築のために、交通・運輸を担う人材の計画的な確保に向けて、資格・免

許などの技術・技能の習得などの人材育成や同産業への就業を支援すること。 

 

〈ジェンダー平等政策〉 

１０．あらゆるハラスメントの根絶とジェンダー平等の実現 

（１）女性活躍をさらに推進するため、就職活動中の学生や求職者などを含め、2020

年 4月に施行された改正女性活躍推進法（「男女の賃金の差異」の把握の重要

性や新たな認定制度（プラチナえるぼし）を含む）の周知を積極的に行うとともに、

「女性の活躍推進企業データベース」の活用を促し、従業員 100 人以下の中小

企業に対しても行動計画を策定するよう働きかけること。 

 

（２）厚生労働省のモデル就業規則において、「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する言

動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントの禁止規定が盛り込まれてい

ること」、また、人事院規則において、「性別により役割を分担すべきとする意識ま

たは性的指向もしくは性自認に関する偏見にもとづく言動も含めた「『セクシュア

ル・ハラスメントの防止及び排除』が記載されていること」を踏まえ、積極的な取り
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組みが行われるよう働きかけること。 

 

（３）所属するすべての職員が性の多様性を理解するとともに、ドメスティック・バイオレ

ンス（ＤＶ）を含む人権擁護、ハラスメントの防止、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関

する差別の解消など、様々なジェンダー平等課題に対応できるよう継続的に研修

を行うこと。特にハラスメントに関しては、全般について対応できるよう横断的な職

員研修を行うこと。 

 

１１．男女が仕事と生活を調和できる環境の整備 

（１）不妊治療・妊娠・出産、育児・介護・治療等により離職することなく、安心して働き

続けられる環境の整備に向けて、改正された育児・介護休業法をはじめ関係法令

の周知徹底をはかるとともに、相談対応の強化に努めること。【修正】 

 

（２）短時間勤務制度や有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件、パパ・ママ育休

プラス等両立支援のための個別制度の情報提供や相談窓口の設置など、企業

における取り組みを促進すること。 

 

（３）次世代育成支援対策推進法について、行動計画の策定を推進するとともに、認定

基準の適合確認の徹底と厳格化をはかるなど実効性を高めること。また、男女別

の育児休業取得期間などの実態把握に努めるとともに、男性の育児休業取得を

促進するための情報提供をはじめ、男性が育児休業を取得しやすい職場環境を

整備するなど、積極的な取り組み支援を行うこと。 【修正】 

 

以 上 

 


