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今月のことば ●一流を知ろう 
 一流を知らなければ、そこに到達することもできない。 
 例えば、一流の接客を見なければ、どのレベルが一流なのかもわからない。 
 一流に触れることが一流を目指すためには必要なこと。 
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お申し込みはhttp://kkr-group.com/seminarまで 

   セミナー案内 ２０１4年 新入社員研修  

～考える社員をつくる、ビジネスマナーを習得する、社会の厳しさを知る～ 大好評 

今年も新しい活力を迎え入れる季節が近づいてきました。毎年恒例の新入社員研修を 
今年も行います。ぜひご活用ください。 

地域NO.1になる
秘訣は教育に力を
入れている会社！ 

◆開催要項◆ 
日時：２０１４年３月２７日（木）・２８日（金）９：３０～１７：００ 
会場：福井県自治会館 ２０２・２０３号室 
  （福井市西開発４丁目２０２番地１ バードグリーンホテル横） 
講師：シナジー経営株式会社 代表取締役 北出慎吾 
費用：お一人様２０，０００円（税別。テキスト代含む。） 
対象：新入社員の方、入社２年目ぐらいまでの方 
定員：４５名 
 
 
◆セミナー内容◆ 
①オリエンテーション ⑦指示の受け方、報告の仕方 
②なぜ新入社員研修が必要か ⑧ビジネス文書・メール 
③あなたの第一印象 ⑨報告・連絡・相談 
④学生と社会人の違い ⑩電話対応の基礎・実習 
⑤言葉づかい、ビジネス会話 ⑪チームワークゲーム・感謝の手紙 
⑥ビジネスマナー（実習） ⑫１年後の目標設定・発表 

※内容が一部変更になる場合があります。 

事業主様または教育ご担当者様に 
後日研修報告書をお送りいたします。 

≪講師プロフィール≫ 北出慎吾（きたでしんご） 

   特定社会保険労務士/人事コンサルタント 
 

１９７６年福井県福井市生まれ。「中小企業を元
気にする」を使命に掲げ、経営者サイドに立った
社労士として、従業員数１名から７００名規模の
中小企業に特化した経営・人事コンサルティング、
社会保険労務士業務を展開し、強い会社をつくる
ための人事制度、就業規則の作成、モチベーショ
ンアップの社員研修、ビジョン・行動指針づくり
など、経営者から高い評価を得て業績アップに貢
献している。考える社員の育成、ビジネスマナー
を中心とした新入社員研修は、延べ３４０人が参
加している。 
著書：「行列のできる社労士事務所の作り方」 
   （２０１１年ぱる出版） 
福井県商工会議所エキスパートバンク専門相談員、  
福井県産業支援センター専門相談員。 
ゲンキー株式会社現外部監査役。 

      あけましておめでとうございますヽ(*´∀`)ﾉ 
２０１４年になりました。今年の事務所のテーマはリレーションシップ（関係性）です。 
皆様との関係が、より一層強いものとなるよう、更なるサービスの高みを目指して精進していきます
ので、本年も昨年同様（できればそれ以上の）ご愛顧のほど、よろしくお願い致します。<(_ _*)> 

今年の干支は、午（馬）ですね。午はお昼の正午にも使われているように、
干支でも真ん中にあたり、午年は、上昇していたものが下降するなど、変動
の年と言われています。逆もあるようですので、皆様 
におかれましては、好転する年になりますよう、お祈り 
申しあげます。 

せっかくの午年ということで、今年は馬にちなんで 
次の食事会は馬刺しですかねー b(⌒o⌒)d                                

                   （前川） 
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≪例３≫ 
労働者数 ３０人未満の小売業、旅館、料理、飲食店で、 
業務の繁閑が直前にならないと分からない場合 
  ⇒１週間単位の非定型的変形労働時間制 
  【手順】 
   １．就業規則を変更、労働基準監督署に提出 
   ２．労使協定を締結し、労働基準監督署に提出 
   ３．前もって１週間の各日の労働時間を書面で通知 

≪例４≫ 
始業・終業の時刻を労働者に自由に選択させる 
ことができる場合 
  ⇒フレックスタイム制 
  【手順】 
   １．就業規則を変更、労働基準監督署に提出 
   ２．労使協定を締結して、 
      労働基準監督署に提出           

■■変形労働時間制とは？■■ 
労働基準法では、原則として、１日に８時間、１週間に４０時間 
を超えて労働させてはいけないことになっています（※）。 
変形労働時間制は、一定の単位期間において、 
週あたりの平均労働時間が法定労働時間を 
超えない範囲で所定労働時間、所定労働日数を考える 
制度です。 
変形労働時間制には 
・１カ月単位の変形労働時間制     ・１年単位の変形労働時間制 
・１週間単位の非定型的変形労働時間制 ・フレックスタイム制      があります。 

けいえい
ろうむ 
相談室 

 
 
会社の仕事の繁閑状況、
業務の繁閑状況に応じて
時間外労働が増える場合
には、変形労働時間制を
採用して、労働時間の配
分を工夫することをお勧
めします。 
次回で、変形労働時間制
の詳細をお話し致します。 

❤ ❤ワンポイント 
   アドバイス❤ ❤ 
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※…これを法定労働時間といいます。 
  この法定労働時間を超えて 
  働かせると時間外労働となります。 
  また、少なくとも毎週１日の休日か、 
  ４週間を通じて４日以上の休日を 
  与えなければなりません。  

１分間ろうむスタディ 

さとう 

■■変形労働時間制の採用した場合■■ 
一般的に１週間に１日の休日のみの場合、１週間に40時間以上働くことになります。 
そうしますと、必然的に時間外労働が生じます。週40時間を超える時間は割増賃金を支払わなければな
りません。しかし、変形労働時間制を採用することによりこの必然的な時間外労働時間を減らすことがで
きます。 

さとう 

取引先の都合で、社員に月曜日から土曜日まで、
働いて貰わなければならなくなりました。 
変形労働時間制を利用すれば、労働時間の配分が
できると聞きました。 
変形労働時間制とはどのような制度でしょうか。 
 

会社には１カ月、１年の中で繁閑期があります。この業務の繁閑に応じて、 
労働時間の配分を工夫し、これにより全体として労働時間の短縮を図るのが 
変形労働時間制です。では、変形労働時間制について簡単に説明していきましょう。 

■■変形労働時間制の適用の制限■■ 
妊娠中の女性および産後一年を経過しない女性（妊産婦）が請求した場合には、いずれかの 
変形労働時間制を実施している場合でも、１週または１日の法定労働時間を超えて 
労働させてはなりません。 

≪例１≫ 
右の図のように１カ月の期間で、 
月初め・月末・特定週等に業務が忙しい場合 
  ⇒１カ月単位の変形労働時間制 
  【手順】 
   就業規則を変更、労働基準監督署に提出 
   または、 
   労使協定を締結し、労働基準監督署に提出      

≪例2≫ 
 特定の季節・特定の月などに業務が 
 忙しい場合 

上記のように変形労働時間制を採用することにより法定労働時間を超えないようになり
ます。 

<１ヵ月単位の変形労働時間制を採用すると> 
上記の場合、週の所定労働時間は、 
  ３６５-９９日＝２６６（年間労働日数） 
  ２６６×８時間÷(３６５×７)≒４０.８１時間 
 
４０時間以内にするには、あと６日間休日を追加 
  ３６５-(９９＋6日)＝２６０（年間労働日数） 
  ２６０×８時間÷(３６５×７)≒３９.８９時間 
 

例１の場合、月の後半で時間外労働が
必然的に生じます。 
例２の場合、週６日働く週は６日目に
時間外労働が必然的に生じます。 
変形労働時間制を採用することにより、
この時間外労働が生じなくなります。 

■■どういった場合に変形労働時間制を採用したほうがいいの？■■ 
では、どういった場合に変形労働時間制を採用できるのか、具体的に見ていきましょう。 
 

≪例２≫ 
特定の季節・特定の月などに業務が忙しい場合 
  ⇒１年単位の変形労働時間制 
  【手順】 
   １．就業規則を変更、労働基準監督署に提出 
   ２．労使協定を締結し、労働基準監督署に提出           

年間を通して業務の繁閑がなくても、 
夏期休業や年末年始の休業がある会社も 
採用することができます。 
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 知っ得情報 問題社員は懲戒解雇できるの？ 

■■普通解雇と懲戒解雇の違い■■ 
解雇には、「普通解雇」と「懲戒解雇」があります。 
解雇は、使用者側の一方的な意思表示による労働契約の解約を示すため、解雇に関する 
ことは一定の縛りがあります。 

☎０７７６（５８）２４７０ 
北出経営労務事務所 

担当：北出まで 

 
 
 

 

懲戒解雇を行う際のポイント 
1：重大な企業秩序違反行為の発生（重大・悪質な行為の発生） 
2：就業規則の懲戒解雇事由に該当 
3：解雇手続の遵守（弁明の機会の付与等） 
4：解雇の相当性（懲戒処分の軽重・従前処分との平衝等） 
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「職場の風紀を乱す人がいて、何回か注意していますが、改善されません。問題行動がある社員を
『解雇』できるでしょうか。」このようなご相談を頂くことも最近増えてきました。社員が増えると
色々なタイプの社員が存在しますよね。 

今回は、問題社員に対する懲戒と解雇について簡潔にお伝えします。    

■■具体的に・・・こんな事例は懲戒解雇になる可能性あり■■ 
●重大な経歴詐称（経歴、年齢、犯罪の有無） 
・弁天交通事件 名古屋高裁 昭和51.12.23 
 経験者を雇用しない方針のタクシー会社において、以前別のタクシー会社に勤務し懲戒解雇された 
 ことを秘匿したことを理由にした懲戒解雇は有効。 
・山口観光事件 大阪地裁 平成7.6.28 
 年齢を理由とする経歴詐称が、職種がマッサージであることに鑑み、原告が真実の年齢を申告した 
 とすれば、被告が原告を採用しない可能性が多分にあり、懲戒解雇理由に該当 
●横領や暴力等職場風紀を乱した場合  
・ジェーティービー事件 札幌地裁 平成17.2.9 
 労働者が関連会社に出張中、出張旅費の不正受給を15回繰り返して合計23万8500円を流用・着服したとして懲戒解雇。 
・ダイエー（朝日セキュリティシステムズ）（本訴）事件 大阪地裁 平成10.1.28 
 夕食代の領収証を改ざんし10万円余りを不正に取得した社員に対する懲戒解雇は有効。 
・中川印刷事件 大阪地裁 平成13.8.24 
 度重なる無断早退、上司への暴言、会社機器の私用等を理由とする懲戒解雇が有効。 

項目 内訳 

普通 
解雇 

●労働契約を継続していくことに困難な事情があり、やむを得ず行う解雇 
【判例法理】客観的で合理的な理由があり、社会的にみても解雇する相当性があること 
【ポイント】 
・解雇回避努力（改善指導・配置転換等）をしたこと 
・３０日前までに解雇の予告、又は平均賃金の３０日分の解雇予告手当を支払うこと 

懲戒 
解雇 

●労働者が職務規律に違反（就業規則違反など）した場合や、著しい非行があった際に、懲戒
処分として行われる解雇 
【判例法理】労働者に与える不利益が極めて大きいため、その者を直ちに職場から排除するこ
とがやむを得ないほどの事由が必要であり、社会的にみても相当性があること 
【ポイント】 
・重大な企業秩序違反行為の発生（重大・悪質な行為の発生） 
・就業規則の懲戒解雇事由に該当（就業規則に明記されているか） 
・解雇手続の遵守（弁明の機会の付与等） 
・解雇の相当性（懲戒処分の軽重・従前処分との平衝等） 
・解雇予告や解雇予告手当なしの即時解雇や退職金不払いが可能 
 ただし、事前に労働基準監督署長に「解雇予告除外認定許可」を申請し、許可が必要 

■■就業規則がないと懲戒ができない■■ 
懲戒とは、職場のルールを守らない社員に対して教育的指導をするための制裁です。 
社長の感情や気分で行うことはできません。あくまでも就業規則に定められたものに対して 
行うことができます。また、定めた内容を社員に周知することも必要となります。 
 
 
 
これらがない場合、懲戒は無効となることがあります。 
具体的な懲戒理由とは、例えば次のような内容です。 
・常習的な遅刻、欠勤、早退、職場放棄、職場の風紀を乱したとき 
・刑事事件に関与し有罪の判決を受けたとき 
・会社及び関係取引先の重大な秘密（営業、財務、戦略、技術等）等を情報を漏らし、 
 あるいは漏らそうとしたとき 
・重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき 
・服務規程を遵守せず、会社の注意にもかかわらず言動が直らず、改悛や改善の余地がないとき 

就業規則に具体的な懲戒理由 社員への説明 + 

（郡英学園事件 前橋地裁 平成12.4.28）普通解雇 

普通解雇の場合には、懲戒処分の場合と異なり、処分事
由ごとに別個の解雇処分を構成するものではなく、全体と
して一個の解約申入れというべきであるから、通常の私法
上の形成権の行使の場合と同じく、客観的に解雇を相当
とする事由が存在すれば、解雇権の行使は適法となるの
であって、解雇の有効、無効の判断に当たっては客観的
に存在した事由を全て考慮することができると解される。 

【注意】懲戒解雇は、
よほどのことがない
限り難しいと考えて
ください。懲戒解雇
出来ない場合は、 
普通解雇を行います。 



新しい年がスタートしました。 
外は寒いですが、この時期ならではのイベントをご紹介します。 
 
・１１日（土）１２日（日） 水仙・カニフェア（アクティブハウス越前） 

・２５日（土）２６日（日）   荒波フェスタ（河野シーサイドパーク） 

・２６日（日）       勝山年の市（勝山本町通り） 

１月の 
おしらせ 

 法定調書 

法定調書の提出期限は１月３１日（木）です。 
≪法定調書とは≫ 
 ・給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）・退職所得の源泉徴収票、特別徴収票 
 ・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書・不動産の使用料等の支払調書 
 ・不動産等の譲受けの対価の支払い調書  
 ・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 
 ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 
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１月のお仕事
カレンダー 

◆労働者死傷病報告（休業４日未満）の提出期限・・・１月３１日（金） 
 （１０月～１２月）             【提出先：労働基準監督署】 
◆所得税の納期の特例を受けている事業所の納付期限・・・１月２０日（月） 

お出かけ情報 

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。今年の

目標は、知識と経験を重ね、お客様から頼りにされる存在になることです。

話は全く変わりますが、昨年「年末ジャンボ宝くじ」を購入しました。毎年

交換所のお姉さんから３００円のお年玉をいただいていますが、 この事務所

ニュースが皆様のお手元に届く頃には、私は“億万長者”になっていると思

います。その時には、また改めてご報告させて頂きますね（笑） 

所長 北出慎吾 

  橋本友美 

  佐藤早智代 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 

２０１４年の抱負は、親孝行をしたいですね。普段何気に親がしてくれて当

たり前だと思ってしまっていましたが、実は違っていて恵まれていることだ

と昨年気づかされたので、今年はそのお返しができたらいいな～と思ってま

す。個人的には、人生最大の大ばくちに打って出たいと思います(`ω´)ｷﾘｯ 

内容は秘密で～す( *´艸｀)ｸｽｯ♪ 

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。 

さて、２０１４年のテーマは「リレーションシップ」です。 

リレーション？そうです。関係性です。今年は深～く、熱～く関わっていく

年にしたいと思っております（笑）お客様との良好な関係を築くこと、社員、

ビジネスパートナー、地域社会など関連する方々と関係性をさらに深め、地

域にとってなくてはならない存在になることを目指します。 

 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 
２０１４年今年の目標は・・・なんて固いことは言いません(^^ゞ 家族

みんなが健康でいてくれれば、それだけで十分です(*^_^*)健康第一！！

この言葉に断じて嘘はないのですが、いかんせん、日々の生活では、つい

つい多くを望んでしまい、ガミガミ言ってしまうんですね～(>_<)そこで、

今年はなるべく心穏やかに過ごすことを目標にしたいと思います。 

 

前川 賢 

  坂野孝太 

あけましておめでとうございます (*^o^*) 我が家では、毎年抱負を立てて

います。私は毎年、“怒らない”を抱負にしているのですが、子供が危な

いことをするとやっぱり怒っちゃいますね。自分への枷として、１回怒る

たびに１００円を貯金するようにしています。そしてこの貯金は子供と嫁

の大好きなディズニーランドに行くための貯金ということにしています。 

最近では子供たちも、怒られても「はい１００円ね」と応戦しますよ。 


