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-------------------------------------------------------------------------------------- 

2023 年、事業場の衛生管理が変わる！ 

特殊健診の実施頻度の緩和について 

 

◆特殊健康診断の実施頻度を減らすことが可

能に 

 化学物質を原因とする労働災害（がん等の遅

発性疾病を除く）は年間 450 件程度発生してい

ます。これを踏まえ新たな化学物質規制制度が

導入されたことを受け、2023 年から 24 年にかけ

て労働安全衛生規則等の改正が行われます。

なかでも実務上の影響が大きいのは、化学物質

の作業環境管理・作業管理がきちんとできてお

り、ばく露の程度が低い事業場においては、一

部の特殊健康診断の実施頻度を減らすことがで

きるようになることです（2023 年４月１日施行）。 

 

◆頻度緩和のための手続き 

具体的には、有機溶剤、特定化学物質（特別

管理物質等）を除く）、鉛、四アルキル鉛に関す

る特殊健康診断の実施頻度について、作業環

境管理やばく露防止対策等が適切に実施され

ている場合には、事業者は、当該健康診断の実

施頻度を「１年以内ごとに１回」（通常は「６月以

内ごとに１回」）に緩和することができます。 

 健康診断の頻度を緩和することができるのは、

以下のすべての要件を満たす労働者です――

（１）労働者が作業する単位作業場所における

直近３回の作業環境測定結果が第一管理区分

に区分される（四アルキル鉛を除く）、（２）直近３

回の健康診断において新たな異常所見がない、

（３）直近の健康診断実施日からばく露の程度に

大きな影響を与えるような作業内容の変更がな

い。 

そして、労働者ごとに、産業医の助言を踏まえ

て衛生委員会での審議を経ることが必要です

（同一の作業場で働いており、作業内容が同じ

で、同程度のばく露があると考えられる労働者

が複数いる場合には、その集団の全員が要件を

満たす場合に、実施頻度の見直しを行います）。 

 

◆事業場には「責任ある管理」が求められてい

る 

 本改正は、事業場に化学物質の責任ある管理

を求めるという方針のもと行われるものです。頻

度の緩和を行おうとする事業場にあっては、責

任を担う産業医や衛生委員会の役割がより重

要になることから、その体制整備も含め、対応に

は早めに着手することが望まれます。 

 

 

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニ

ケーション施策推進法」が成立しました 

 

◆法制化の経緯 

 ５月 19 日に「障害者情報アクセシビリティ・コ

ミュニケーション施策推進法」が、衆院本会議で

全会一致で可決・成立し、25 日に公布、施行さ

れました。 
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同法案は超党派の議員連盟で提出されたも

ので、以前から当事者団体や支援団体などが障

害者の情報の利用におけるバリアフリー化や情

報アクセシビリティ（情報やサービスの使いやす

さ）の重要性を繰り返し訴えてきたことにより法

制化が実現しました。 

 

◆法律の概要 

第１条（目的）には、障害者による情報の取得

および利用並びに意思疎通に係る施策を総合

的に推進し、障害の有無によって分け隔てられ

ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現に資することが定められ

ています。 

また、第３条（基本理念）には、障害者による

情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進

にあたり、以下の事項が定められています。 

① 障害の種類・程度に応じた手段を選択でき

るようにする 

② 日常生活・社会生活を営んでいる地域にか

かわらず等しく情報取得等ができるようにする 

③ 障害者でない者と同一内容の情報を同一時

点において取得できるようにする 

④ 高度情報通信ネットワークの利用・情報通

信技術の活用を通じて行う（デジタル社会） 

さらに、条文には、国や地方公共団体、事業

者等の責務、連携協力についても明記されてい

ます。 

 

◆今後の課題 

 現在、日本では、点字や手話、音声などへの

対応の遅れ、地域格差が生じています。今後は

それらの格差を解消すべく、情報通信技術を活

用した役務を優先的に調達する制度の創設や

相談窓口の設置、書類のバリアフリー化、災害

時の情報保障、選挙における情報アクセシビリ

ティの改善、資格試験など各種試験のバリアフ

リー化などの措置が検討されています。 

 

【内閣府「障害者による情報の取得利用・意思疎

通に係る施策の推進」】 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jo

uhousyutoku.html 

 

 

 

ＩＬＯ「強制労働廃止条約」批准を国会が

承認 

 

◆「強制労働の廃止に関する条約（第 105 号）」

批准を参議院本会で承認 

「強制労働の廃止に関する条約（第 105号）の

締結について承認を求める件」が令和４年６月８

日、参議院本会議において全会一致で承認され

ました。政府は今後、ＩＬＯ事務局長に批准書を

寄託、その後に条約批准の効力が発生します。 

 

◆｢強制労働の廃止に関する条約｣とは？ 

1957 年６月 25 日に採択された条約（条約発

効日は 1959 年１月 17 日）で、強制労働につい

て定めています。 

｢この条約を批准する国は、次に掲げる手段、

制裁または方法としてのすべての種類の強制労

働を廃止し、これを利用しないことを約束する。 

ａ．政治的な圧制もしくは教育の手段、または政

治的な見解もしくは既存の政治的・社会的も

しくは経済的制度に思想的に反対する見解を

抱き、もしくは発表することに対する制裁 

ｂ．経済的発展の目的のために、労働力を動員

し利用する方法 

ｃ．労働規律の手段 

ｄ．ストライキに参加したことに対する制裁 

ｅ．人種的・社会的・国民的または宗教的差別

待遇の手段 

この条約を批准する国はまた、前記のような

強制労働を即刻かつ完全に廃止するために必

要な効果的な措置をとることを約束する。｣ 

 

◆ＩＬＯの８つの国際的労働基準と日本の批准

状況 

ＩＬＯが定める国際労働基準（中核的労働基

準４分野・８条約）は、以下の通りです。日本は

これから 105 号を批准することになるので、111

号のみ未批准となります。 

① 結社の自由・団体交渉権の承認 

…結社の自由及び団結権の保護に関する条
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約（87 号） 

…団結権及び団体交渉権についての原則の

適用に関する条約（98 号） 

② 強制労働の禁止 

…強制労働に関する条約（29 号） 

…強制労働の廃止に関する条約（105 号） 

③ 児童労働の禁止 

…就業の最低年齢に関する条約（138 号） 

…最悪の形態の児童労働の禁止及び廃絶の

ための即時行動に関する条約（182 号） 

④ 差別の撤廃 

…同一価値の労働についての男女労働者に

対する同一報酬に関する条約（100 号） 

…雇用及び職業についての差別待遇に関す

る条約（111号） 

 

 

７月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

11 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出

期限［年金事務所または健保組合］＜７月１

日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６

月分＞［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公

共職業安定所］＜前月以降に採用した労働

者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と

昨年度分の確定保険料の申告書の 

提出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便

局または銀行］ 

○  

15 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月

30 日の現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公

共職業安定所］ 

○  

８月１日 

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵

便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督

署］＜休業４日未満、４月～６月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 2期＞

［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合が

ある。 

 

 

編集後記 

皆様こんにちは。はじめまして。 

社労士法人 D プロデュースの池島と申します。 

今年は平年よりも早く、関東甲信の梅雨入りが

発表されました。 

不安定なお天気が続いておりますが、いかがお

過ごしでしょうか。 

 

私事ですが、D プロに入社して、もうすぐ半年が

経ちます。 

未経験での転職ということもあり、入社した頃は

分からないことだらけでしたが、その頃に比べる

と今は一度経験した業務も増えてきて、少し余

裕が出てきたように感じています。 

不慣れな部分はまだ沢山ありますが、誠心誠意、

業務に取り組んでいく所存です。 

これからどうぞよろしくお願いいたします。 

 

さて、世の中では、旅行や飲食に関する各自治

体の施策が再開されるなど、コロナ前の日常が

戻りつつありますね。 

とはいえ、コロナ禍での生活も 2 年以上。 

マスクをつけることも当たり前となり、飲み会大
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好きな私ですが、まっすぐ家に帰る今の生活か

ら抜け出せない自分もいたりして、改めて「習慣

化」の威力を実感しています。 

習慣が身につくまでの期間の目安は、行動習慣

は約 1 か月、身体習慣は約 3 か月、思考習慣

は約 6 か月といわれています。 

長期に渡るコロナ禍で、新しい習慣が身につい

た方も多いのではないでしょうか。 

ちなみに私は、コロナ禍で帰宅時間が早まった

ため、早寝早起きが習慣化しました。 

良い習慣はそのままに、再び活気ある日常を楽

しめるようになれたら、それが一番いいなと思い

ます。 

 

梅雨が明ければ夏本番。 

今年の夏は暑くなりそうだとニュースでききまし

た。 

健康第一で乗り切っていきましょう。 

 

 

 

 


