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 今月のことば ●人の長所が多く目につく人は幸せである 
 短所よりも長所に目を向けよう！人はそれぞれ特徴がある。人の長所を  
 多く見つけることが相手にも自分にも幸せになる。 
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   セミナー案内 ２０１４年新入社員フォローアップ研修 

～社会人として飛躍するコツを習得する～ 

セミナー内容 

１．定期監査と申告監査の違い 
  調査に隠された意外な実態 
  労働基準監督署に入られやすい業種、時期 
  平成24年度調査で一番多い業界はこれだ！ 

５．残業代対策を学ぶ！ 
  固定残業代のメリット、デメリット 
  年俸制のメリット、デメリット 
  名ばかり管理職とは（課長は・・・） 

２．是正命令と指導の違い、その対応 
  是正勧告に従わなかったらどうなる？ 
  調査に入られた会社を追う！ 
  残業問題でいくら請求されたか？ 

６．３６協定と変形労働時間制 
  ３６協定って知っていますか？ 
  変形労働時間制で労働時間がこう変わる 

３．調査で見る書類はこれだ！ 
  法律で求められている書類は揃っていますか？ 
  時効の考え方 

７．健康診断も調査の対象となる 
  健康診断と会社の義務 

４．労働時間に関する調査項目とは 
  タイムカードと実労働時間 
  割増賃金の調査項目、計算方法 

８．会社を守る就業規則になっていますか？ 
  労務管理はルール作りから始める 

おまちかね！ 

＜日時＞ ２０１４年９月２６日（金）９：３０～１２：３０ 
＜会場＞ 福井県自治会館２０１研修室 
    （福井市西開発４丁目２０２番地１ バードグリーンホテル横）  
＜費用＞ お一人様６,４８０円（税込）テキスト代含む 
    （３月開催の新入社員研修に参加された方はお一人様５,４００円） 
＜対象＞ 新入社員の方、入社２年目ぐらいまでの方   
＜定員＞ ４５名 

事業主、教育ご担当者様へ 
研修内容をファイリングして 
お渡しします。 

  

こんなことをお考えの経営者の皆様、必見です！  
★仕事にも慣れてきたので、この辺りで再度気を引き締めたい 
★仕事の優先順位が把握できていないため、段取りがイマイチ 
★報告・連絡・相談をもっとうまくできるようにしたい 
★積極的に先輩や上司に質問などをぶつけてほしい 
★他社の新入社員とディスカッションして、刺激を与えたい 

御社の新入社員をパワーアップさせませんか？ 
≪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380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。 

お申込みはコチラから→ http://kkr-group.com/seminar  

貴重な新戦力の気持ちを 
引き締め、職場への定着
を図るためには、今一度 
社会人としての意識を徹
底させ、経験から得た自
分の課題に正面から取り
組ませることが効果的で
す。入社半年後のフォ
ローアップで今後の仕事
に対する意識向上を図り
ます。 

セミナーの内容   
①成功体験と失敗体験を活かす 
②自分を知る（エゴグラム）   
③成果が上がる時間管理の方法を学ぶ       
④上司へのメッセージ 
⑤目標の再確認及び目標の再設定・発表 
⑥プロとアマの違い 

 

残暑お見舞い申し上げます。今年の夏は台風が多くてジメジメとしてい

たにもかかわらず、気温は高かったですね。残暑に負けずにがんばって

いきましょー(@^∇^)/ﾌｧｲﾄ 

セクハラの詳細は知っとく情報にて！掲載してますので、お楽しみに！！ 

また、高間の復帰により担当が変更となる顧問先様もございます。 

顧問先様にはご迷惑のないよう、引継ぎはしっかりしていきますので、 

新担当をよろしくお願いします  m(_ _)m            （前川） 

事務所では、去年の8月より出産育児のために休業していた高間が、 

8月21日に職場復帰しました (≧∇≦)ﾉおかえり～☆ 

休んでいる間に入った新人女子2人も先輩が帰ってきてホッとしてる 

みたいです。先輩といっても３人とも同年代ですけどね。 

おっと、女性の年齢の話はセクハラになるんですかね? (￣ロ￣lll) 

 

http://kkr-group.com/seminar
http://kkr-group.com/seminar
http://kkr-group.com/seminar
http://kkr-group.com/seminar
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■■健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項■■ 

健康診断実施後も、事業者にはいくつかやらなければならないことがあります。 

①健康診断の結果の記録と労働者への通知 
医療機関から発行される健康診断票を、原則として5年間保存しなければなりません。また、健康診断
の結果を、労働者に通知しなければなりません。 
②健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 
健康診断の項目に異常の所見があると診断された場合（再検査の必要があった場合等）、その労働者の
結果に基づき、医師の意見を聞き、判断を仰ぐ必要があります。常時50人以上の労働者を使用する事
業者の場合は、選任した産業医の意見を聞いて下さい。常時50人未満の労働者を使用する事業者の場
合は、健康診断を受診している医療機関の医師の意見を聞いて下さい。医師の意見を聞くことが難しい
場合には、福井県産業保健総合支援センター(TEL：0776-27-6395)に、一度相談してみて下さい。 
③健康診断結果の所轄労働基準監督への報告 
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を、所轄労働基準監督署に
提出しなければなりません。※特殊健康診断の結果報告書については、健診を行った全ての事業者に 
提出義務があります。 
 
 
 
 

私の会社は深夜業なのですが、前回の特殊健康診断には

該当しませんでした。その場合、他にどのような健康診

断を受ける必要がありますか？ 

■■特定業務の種類■■ 

 深夜業をしている事業者の場合、前回ご紹介した特殊健康診断ではなく、特定業務従事者の健康
診断を受けて頂く必要があります。特定業務従事者の健康診断とは、次のような特定業務に常時従
事する労働者に対して、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、行う健康
診断のことです。 

 
従事している業務やその種類によって、受診すべき健康診断に違いがあります。 
この機会に一度、自分たちの会社で必要な健康診断を見直してみて下さい。 

◆ ◆ ◆ ワンポイントアドバイス ◆ ◆ ◆ 

特定業務の種類 該当する業務例 

多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 製鉄、製鋼等における溶融、ガラス製造における成形等の業
務、夏季の屋外労働等 

多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 製氷、冷凍品製造、ドライアイス製造等の業務 

ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 ラジウム放射線、エックス線、紫外線を用いる医療、検査の
業務、映写室内の業務等 

土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 木材加工の業務、毛筆の製造、獣医等 

 
異常気圧下における業務 

海抜3000メートル以上の高山における業務、潜水器を用い、
かつボンベからの給気を受けて行う業務等 

さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 土木工事等の業務 

重量物の取扱い等重激な業務 港湾荷役作業、採石作業、貨物取扱作業等に係る業務 

ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 作業場に40デシベル以上の強さの騒音のある場所での業務 

坑内における業務 炭鉱、トンネル等における業務 

深夜業を含む業務 所定労働時間内で夜10時から朝5時までの間に行う業務等
（朝と夜の交替制勤務を採用している場合等） 

水銀、黄りん、石灰酸等その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 毒物劇物運送業 

鉛、水銀、クロム等その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 廃棄物処理業等 

病原体によって汚染のおそれが著しい業務 患者の検診及び看護等の業務等 

その他厚生労働大臣が定める業務 がんその他重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化
学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造する業務等 



■■判断の際の注意点■■ 
言動や行為を受けた本人が不快を感じれば、セクハラと判断される可能性がありますので、 
次のような注意が必要です。 
・親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合 
 があること。 
・不快に感じるか否かには個人差があること。 
・この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。 
・相手と良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。 
 
■■えっ？これもセクハラ？■■ 
こんなこともセクハラ認定されるの？という内容を集めてみました。 
最終的には相手との関係性によりますが、思い当たる節がある方は十分注意しましょう。 
・「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」という発言。 
・「恋人はいるの？」「まだ結婚しないの？」「君がいれたコーヒーは美味しい」という発言。 
【男性に対するセクハラ】 
・女性社員が男性社員の「人気番付」を作って回し読みし、男性の目に触れ不快な思いをさせる。 
・「男のくせに」「男なら」という発言。 
・べたべたと触る。 
・愚痴ばかり言う。 
・露出度の高い服装をする。 
・他の男性と比べる。 
 
■■セクハラが企業にもたらす損失■■ 
セクハラは被害を受けた当事者が最大の被害者に 
なりますが、同時にそうした行為を許した企業にも 
大きな損失をもたらします。 
【企業損失の例】 
●職場環境の悪化  
●モチベーションの低下 
●人的損失の発生 
●企業倫理感の喪失 
●企業イメージの悪化 
●使用者責任による直接的な損害 

 知っ得情報 朝時間を有効活用しよう！ 

☎0776(58)2470 
北出経営労務事務所 
担当：北出まで 
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ご不明な点は… 

 
 
   セクハラをどう防ぐか？が企業のリスク管理の 
   一環です。労働局でもセクハラに対する指針が 
   出ていますので、参考にしてください。 
  
 １．事業主の方針の明確化 
 ２．相談に応じ、適切に対応するための体制の整備 
 ３．事後の迅速かつ適切な対応 
 ４．プライバシーの保護 

 知っ得情報 どこまでがセクハラなの？？ 

平成26年７月に男女雇用機会均等法施行規則が改正され、セクシャルハラスメントに関する規制が強化されて
います。会社にセクハラがあった場合、厳格な対応が必要なことは言うまでもありませんが、実際に「どこか
らがセクハラなの？」という声もあり、セクハラ問題は結構複雑です。 
今回は、そのセクハラについて詳しく解説していきます。 
■■判断の基準は個人の受け止め方■■ 
セクハラに限らず、ハラスメントは受けた側が不快に感じる言動や行為が対象になります。 
「そんなつもりはなかった」という場合でも相手が不快に感じればセクハラということになります。もちろん、
女性だけではなく、男性もセクハラの被害者となりますので、言動や相手との人間関係には十分注意を払う 
必要があります。なお、セクハラには主に「対価型」と「環境型」と言われる２つのパターンが存在します。 

種類 対価型セクハラ 環境型セクハラ 

定義 
職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応
により当該労働者がその労働条件につき不利益を受ける
こと 

職場において行われる性的な言動により労働者の就業環境が害
されること 

内容 

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応
（拒否や抵抗）により、その労働者が解雇、降格、減給など
（労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客
観的に見て不利益な配置転換など）の不利益を受けること 

労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快
なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどそ
の労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること 

具体例 

・事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係
を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇するこ
と 

・出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触っ
たが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配
置転換をすること 

・営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的
な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、
当該労働者を降格すること 

・事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、
その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること 

・同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図
的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事
が手につかないこと 

・労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポス
ターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念
できないこと 

対価型セクハラ 環境型セクハラ 

内容 職務上の地位を利用して性的な関係を強要し、  
それを拒否した人に対し減給、降格などの 
不利益を負わせる行為 

職場内での性的な言動により 働く人たちを 
不快にさせ、職場環境を損なう行為 

事例 ●事業主が性的な関係を要求したが拒否された 
 ため解雇する 
●人事考課などを条件に性的な関係を求める  
●職場内での性的な発言に対し抗議した者を 
 配置転換する 
●学校で教師などの立場を利用し学生に性的 
 関係を求める  
●性的な好みで雇用上の待遇に差をつけるなど  

●性的な話題をしばしば口にする  
●恋愛経験を執ように尋ねる  
●宴会で男性に裸踊りを強要する  
●特に用事もないのに執ようにメールを送る  
●私生活に関する噂などを意図的に流すなど  

相手との関係によってセクハラと認定される場合もあります。 
「髪切った？」 
「今日の服似合っているね」 
「昨日の休みの日は何していたの？」 

 

次回は、実際の裁判事例、企業の対策についてお伝えします。 

http://popachi.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=11008010&i=201004/25/45/d0094245_23145527.gif


  
 

９月の 
おしらせ 

最低賃金が
引き上げ 
られます。 

福井県の現在の地域別最低賃金は７０１円です。 
これが１０月からは１5円引き上げられ、 
７１6円になる予定です。 

厚生年金の 
保険料が  

変わります。 
 

厚生年金保険の保険料率が、平成２６年９月分（１０月納付分）から、 
0.354％（坑内員・船員は0.248％）引き上げられます。 
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は、平成２６年９月分（１０月納付分）
の保険料を計算する際の基礎となりますので、ご注意ください。 
保険料額表はこちら 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982 
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お出かけ情報 

所長 北出慎吾 

前川 賢 

  坂野孝太 

前川 賢 

坂野 孝太 

山腰 沙緒里 

高間 亜希 

山本 麻衣 

第14回あわら北潟湖畔観月の夕べ（９月６日 ※雨天翌日延期） 
5000個のあかりばやしが彩る北潟湖畔にて、名月を愛でながら、一服のお茶 
と音楽、芸能、花火を楽しむ催し。湖上に浮かぶステージで音楽や芸能が繰り 
広げられ、フィナーレには1000発の花火が打ち上げられる。 
☆場所☆北潟湖畔サイクリングパーク ☆時間☆17:30～21:00 ☆料金☆茶券300円 
 

歴史キーワードの謎解きゲームタイムトラベルアドベンチャー 
結の故郷発祥祭事業（8月１日～9月３０日） 
結の故郷大野市の中心市街地を約2時間でめぐる３コース。各コースに散らばっている 
ミッションに挑戦し、ゴールを目指す。 
クリアした方には、カードとトートバックがプレゼントされる。 
☆スタート地点☆ ①結ステーション輝センター ②大野市観光協会 ③城下町東広場 
☆時間☆9:00～16:00 ☆料金☆無料 

先日中学時代の同窓会がありました。中学のクラスは仲が良かったので、大

体名前がでてきましたね。よくある、太りすぎて誰だお前！！ (￣ロ￣lll)  

みたいなのがなくて残念でした。ふるさとの勝山を捨てて出て行ったのは半

分ぐらい、思っていたより残っててちょっと驚きでした。 結構残ってたので、

これを期にまたいろいろ集まっていけたらいいですな～ @(^-^)@ 

夏の風物詩といえば、高校野球、花火大会、海水浴など様々ですが、私に

とって絶対に欠かせないものがあります。それは、背筋も凍るような怖～い

話。この時期は、テレビ番組でよく放送されるので、とても嬉しいです。怖

い怖いと思いながらも、手の隙間から画面を観ているあの時間がたまらなく

好きです(笑)早速、TSUTAYAに行かなければ！！ 

先日、以前から興味のあったボルダリングに行ってきました。もちろん初心

者コースですが、思いの外登れてビックリ！！高い所好きだったんですね… 

しかし、登るのは良いけど、降りられない（；；）下から見てるのと、登っ

た上からでは、感じる高さが全然違いました。もちろん、次の日からしばら

くは筋肉痛との戦いの日々です（- Α-）目指せ壁ガール！！…？ 

 
皆様、お久しぶりです。育児休業を終えて、8/21に復帰しました♪ご迷惑

おかけしないように、頑張りますので、宜しくお願い致します。1年間は

あっという間で、娘は1歳になりました。日々の成長が目まぐるしく、楽し

い1年でもありました(´▽`)♪立てるようになったし、ご飯もたくさん食べ

られるようになって・・・。すこーし寂しさを感じてしまいます(笑) 

実はわたし・・・～シリーズ④～ 

ズームイン！に２分ほど出演しました。かの有名な羽鳥アナや小顔美人の西

尾アナに握手してもらい大興奮！思わず羽鳥アナに向って「安住さん好きで

すぅ～」と言ってしまい周りを凍りつかせた大馬鹿野郎は私です… o(T◇T o)

ヤマゴッシー、こんな私だけどこれからも尻拭いしてね～ (yωy*) ﾓｼﾞﾓｼﾞ 

毎年、夏の甲子園は楽しみなイベントの一つです。同世代の監督が高校野球

のベンチで指揮を執っている場面は、年を感じさせます(笑)(+o+)今年は、大

会前から優勝候補とされていたチームが早々と姿を消すなど深紅の優勝旗は

どの高校になるか目が離せません。８点差を逆転するなど最後まであきらめ

ない姿勢やひたむきな姿は気持ちは世代を超えて感動を与えてくれますね。 


