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■ テレワークにおける労働安全衛生基準、草案公表 

テレワークの定義や使用者や労働者の義務などを定めた 2021 年 1 月 11 日の連邦労働法（Ley Federal 

del Trabajo）改正に伴い、同改正から 180 日以内に作成することとされていたテレワークにおける労働安全

衛生基準となるメキシコ公式規格の草案 PROY-NOM-037-STPS-2022 が、7 月 15 日、官報公示されまし

た。本草案の公示から 60 日間、草案に対する意見公募が行われ、集まった意見を考慮した上で最終案が作成さ

れます。最終案が承認され、官報公示されると、その日から 180 日経過後に施行されます。 

本草案は、テレワークにおける雇用主と労働者の義務、働く場所の安全衛生基準、教育・訓練、適合性評価機

関、評価手順、テレワーク・ポリシー（Política de Teletrabajo）や安全衛生チェック票（Lista de 

verificación de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo）などの参考資料

で構成されています。 

雇用主の義務は、テレワーカーのリストの作成・更新、テレワーク・ポリシーの策定、テレワーク下の労働安全衛

生状態の検証、更には、一時的または恒常的に職場への出勤勤務に切り替えることなどを含めた家庭内暴力に対

応する仕組み作りなどとされています。 

テレワーク・ポリシーには、勤務時間の明確化（始業・終業時刻の確立やフレックス制を導入した場合における実

際の勤務時間の報告手順）、業務評価方法、情報通信技術に問題が生じた場合などの対応策、データ保護ガイドラ

インなどを盛り込むこと、同ポリシーに対するテレワーカーの意見を求めること、同ポリシーの周知や定期的な見

直しなどが推奨されてます。 

働く場所の安全衛生基準は、次のように物理的要因、人口学的要因、心理社会的要因にもとづく業務上のリス

ク回避のための検討領域が示されています。 

物理的要因による業務上のリスク回避 

整理整頓 

適切な照明・照度 

快適な温度と換気 

業務を行うのに適切な騒音レベル 

人工学的要因による業務上のリスク回避 適切な机・作業台、椅子、姿勢補助具などの使用 

心理的要因による業務上のリスク回避 

プライバシーを確保できる物理的スペースの確保 

仕事と私生活との調和への配慮 

家庭内暴力へ対処する仕組み 

勤務時間外の繋がらない権利の確保 

使用者は、テレワーカーが適切な環境下で業務を行っていることを、チェック票などを用いて確認しなければな

りません。また、テレワーカーに対し、これらの業務上のリスクを認識させるための教育も行う必要があります。 

■ IMPI知的財産権保護についてMercado Libreと協力 

8 月 4 日、メキシコ産業財産庁（Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; IMPI）は、電子商

取引（E コマース）における知的財産権の保護に関する協定を、Mercado Libre（メルカドリブレ：中南米で大き

なシェアを持つオンラインマーケットプレイス）と締結したことを公表しました。 

同協定では、プラットフォーム上で提供される知的財産権侵害の恐れのある行為や製品を特定するための技術

ツールを利用し、IMPI とメルカドリブレが協力体制を確立することが規定されています。 

なお、メルカドリブレは、同マーケット上に出品される権利侵害品などについて権利者から通報を受け、一時停

止措置などをとるブランド保護プログラム（BPP）を備え、また、BPP から得られた情報をもとに権利侵害品等の

積極的に削除し、各ブランドとの 法的措置のための調査協力、現地当局との協力等を行う、 Anti-

Counterfeiting Alliance という体制も確立しています。 
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■ 2022年 7月の主な法律・規則等の改正・制定情報 

 

公示日 施行日 法令・規則   

7 月 4 日 7 月 4 日 
Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el 

Bienestar, para el ejercicio fiscal 2022 
制定 

7 月 11 日 7 月 11 日 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas, para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 28 de 

diciembre de 2021 

改正 

7 月 14 日 ＊1 

Acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de correlación 

entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 

2020-2022 

制定 

7 月 15 日 7 月 16 日 Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y sus Anexos 1-A y 14 改正 

7 月 25 日 8 月 1 日 

Reglas Generales a las que deberá sujetarse la información que 

las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de 

inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades 

receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos 

Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro 

改正 

7 月 26 日 7 月 27 日 
Reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y 

Portuaria 
制定 

7 月 27 日 7 月 28 日 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
制定 

*1 2022 年 6 月 7 日に官報公示された Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación の施行日と同日 

■ ご案内 

弊事務所では、新規取引に関する契約書の作成やレビュー、社内規定類の見直し、雇用契約に関するご相談、債

権回収に関するご相談、日本語での解説、書類の用意、手続き代行など、幅広く承っております。 

例えば、顧問契約においては、お客様のご事情に沿ったサービス内容を検討し、お見積りをご提案しておりま

す。 

その他、顧問契約などの継続的なお取引のない方でも、案件ごとにご依頼いただけます。 

・法律顧問契約を解約した、顧問先がない 

・法務に関する事案は日本の親会社の法務部が管轄するが、現地でのサポートが欲しい、etc.… 

といった方、個々の案件ごとにお見積りを差し上げております。突発的に生じる、契約書作成やレビュー、就業

規則をはじめとする社内規定類の見直しなど、お気軽にお問合せください。 
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