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＊今月のことば＊
「小さいことほど大切にする」

社内の小さいルール、小さなお金を大切にすることの
できない人は、大成することはない。
たかが掃除、されど掃除。たかが100円、されど100円。
<お客様インタビュー>

自動車販売業 × キタデ

社長就任…新社屋の改装…
社員教育と職場環境の 日産プリンス福井販売株式会社
整備で新たな時代を
代表取締役
岡田 浩 様
スタートさせる。
代表取締役 岡田 浩 様

日産プリンス福井販売株式会社
〒918-8152
福井県福井市今市町54-1
【営業時間】
平日
9:30〜19:00
日・祝日 9:30〜18:00
TEL：0776-38-3732
http://www.nissan-p-fukui.co.jp/

－御社のお仕事内容と今一番力を入れていることについて教えて下さい。
自動車の販売と整備を行っています。会社として、今力を入れているのは、
電気自動車リーフの拡販、セレナ、ノートといった新型車のアピールですね。
また、私が社長として、今力を入れていることは、社員の教育と職場環境の
整備です。収益を上げる為に、この二つは重要だと考えています。

－これまで仕事をしてきて一番感動したエピソードを教えて下さい。
今年の7月に新社屋の改装が完了し、多くのお客様に足を運んで頂きました。
その光景を見た時に、感動しましたね。いよいよここからスタートするんだ
と、気が引き締まる思いでした。また最近、私が指示をしなくても、社員同
士で連携し、仕事を進めてくれることが増えてきました。嬉しいことですね。
社員の成長や新たな可能性を感じる瞬間に立ち会えると、テンションが上が
ります（笑）
－どういう時にお仕事を依頼すればよいですか？
車の購入、車の故障、車の事故など、車に関することでしたら、何でもご相
談下さい。どんな車に乗ればいいのかわからないといったアドバイスにもお
応えさせて頂きます。ライフスタイルの変化に伴って、車を変えるタイミン
グもあるかと思います。そのような節目にご利用頂けると嬉しいです。
新しい車に乗るだけで行動やテンションが大きく変わりますからね。
－将来のビジョンを教えて下さい。
社員が自慢できる会社を目指します。そのためには、労務管理といった社内
整備が重要だと思いますので、しっかりと取り組んでいきます。また、「日
産プリンス福井らしさ」を創りたいと考えています。お客様が紹介したくな
るような会社を目指して、わが社独自のサービスを追求していきます。

北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。

同一労働同一賃金
今年に入り、「同一労働同一賃金」という言葉を耳にする機会が増
えました。正社員と非正規労働者の格差是正を目指し、「同じ仕事、
同じ責任なら同じ給与にせよ」という制度ですが、【定年後再雇
用】【契約社員と正社員の支給手当】に関するものとして気になる
判決が出ています。会社で明確な基準を設け、同一労働同一賃金に
ついて整理しておきましょう！！

定年後再雇用に注意喚起
【判例】（長沢運輸事件 東京地裁 平成２８年５月１３日）
定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用されたトラック運転手の男性３人が定年前と同じ業務なのに賃金を
下げるのは違法として定年前と同じ賃金を支払うよう差額計約400万円を東京地裁に訴訟した事件。
「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と声を上げ、定年後再雇用制度
を行う企業に一定の影響を与えた。
判決によると、３人は2014年に60歳の定年を迎えた後、１年契約の嘱託社員として再雇用された。
セメントを輸送する仕事の内容や責任の程度が変わらない一方、年収は定年前より２～３割下がった。
ただし、退職金も支給され、運転手は賃下げに同意していた（会社側の意見）。
【結論】
定年前と定年後の仕事内容が全く同じであれば、給与の減額は違法。
「同一労働同一賃金」の原則

【対策】
【対策】
・同じ仕事をさせない。（仕事内容を見直す）
・仮に同じ仕事であったとしても、定年前と比較し、責任の範囲を限定する。
・仕事内容、給与金額などの労働条件を互いに合意した上で、再雇用する。

契約社員への手当不支給は違法？
【判例】（ハマキョウレックス事件 大阪高裁 平成２８年７月２６日）
契約社員のドライバーが、正社員にのみ諸手当等が支給されるのは、労働契約法に抵触する不合理な
労働条件として差額を求めた事件。
判決によると、同社では正社員に対しては①通勤手当②無事故手当③作業手当④給食手当⑤住宅手当
⑥皆勤手当⑦家族手当の７つの手当を支給。一方、契約社員は給与は時給制、手当は通勤手当の一部
のみが支給。運送会社の期間雇用従業員（運転業務）と無期雇用従業員（正社員 運転業務）との
労働条件の違いが違法であるとした。
※労働契約法第20条 （期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、
期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルール。
【結論】
「通勤手当」「無事故手当」「作業手当」「給食手当」の４つの手当を契約社員に支給していない
ことについて、労働条件の相違が不合理とされ、同法２０条違反に当たると認定。
差額７７万円の支払いを命じた。「同一労働同一賃金」の原則

【対策】
正社員と同じような仕事をしている契約社員等に対して、すべて正社員
同様の処遇をしなければならないというわけではありません。
次の内容を明確にしておきましょう。
①業務内容の違い
②責任の程度の違い
③配置変更の範囲の違い…転勤や昇進など人事異動や役割の変化、可能性

外国人労働者の雇用にはいく
つか注意点がありますが、ま
ずは就労可能な外国人労働者と
は？について考えてみましょう。

外国人労働者を採用し
ようと思っています。
どんなことを確認した
ら良いでしょうか？

■日本で働くことができる外国人、働くことができない外国人
◆一定の範囲内で就労が可能な在留資格
在留資格

該当例

外交

外国政府の大使、公使等とその家族

公用

外国政府の職員等とその家族

教授

大学教授等

芸術

作曲家・画家・著述家等

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道

外国の報道機関の記者、カメラマン

高度専門職１号ｲ・ﾛ・ﾊ

ポイント制による高度人材

高度専門職２号

ポイント制による高度人材

経営・管理

企業等の経営者・管理者

法律・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療

医者、歯科医師、看護師

研究

政府関係機関や私企業等の研究者

教育

中学校・高等学校等の語学教師等

技術・人文知識・国際業務
企業内転勤

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
外国の事業所からの転勤者

興行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、
航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

技能実習1号ｲ、ﾛ、2号ｲ、ﾛ

特定活動

技能実習生 ※
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経
済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士
候補者等

◆職種、業種を問わず就労可能な在留資格
在留資格

該当例

永住者

法務大臣から永住許可を受けた者（入管特例法
の「特別永住者」を除く。）

日本人の配偶者

日本人の配偶者・子・特別養子

永住者の配偶者

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し
引続き在留している子

定住者

外国人が、日本に入国するときは、入国管理法により
在留資格(現在33種類あり（左図参照）)が制限されてい
て、資格外の活動は禁止されています。
◆まずは、外国人労働者の受入れ条件の確認が必要です。
採用予定の外国人労働者に『在留カード』の提示を依
頼し、“在留資格”“在留期間”を確認しましょう！！
日本に滞在する“中長期在留者”に対し、上陸許可や、
在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に
係る許可に伴って『在留カード』が交付されています。
正規の在留資格を持っていない、在留期間を過ぎても就労
している場合は「不法就労」となり、本人だけではなく、
会社も罰せられる可能性がありますので、在留資格と在留
期間についてきちんと管理することが重要です。

第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

◆就労できない在留資格
在留資格
文化活動（日本文化の研究者）、短期滞在（観光客、親族訪問、見学、会議参加者
等）、留学（大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校の学生）
研修（研修生）、家族滞在（在留外国人が扶養する配偶者・子）

在留資格

* １分間ろうむスタディ*
“中長期在留者”とは，例えば，日本人と結婚し
ている方や日系人の方（在留資格が「日本人の配
偶者等」や「定住者」），企業等勤めの，技能実
習生，留学生や永住者の方であり，観光目的で短
期間滞在する方は対象となりません。

在留期間

◆よく聞く、技能実習生※とは？
日本の企業などで技術、技能を身につける為に日本に来て
いる外国人を技能実習生といい、企業は国際貢献のため、
開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長3年間）に
限り受け入れ、ＯＪＴを通じて技能を移転する制度を利用
することになります。技能実習生の受け入れ管理団体に
よって取扱地域や対象職種が異なります。
対象職種や管理団体検索はこちらのURLを参考ください。
★厚生労働省：技能実習制度
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/shokugyounouryoku/global_cooperation/gaikoku
/index.html

◆就労できない留学生や家族滞在は 「資格外活動許可」
でアルバイト就労が可能に！
「留学」や「家族滞在」等の在留資格の外国人は、
「資格外活動許可」を受けることによって日本国内で就
労することが可能になります。外国人留学生の許可後の
就労は、1週間につき28時間以内、教育機関が学則で定
める長期休養期間（夏季休暇等）のときは1日につき8時
間以内（週40時間以内）等の就労制限がありますので、
ご注意ください。
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＊今月のお知らせ＊
厚生年金の
保険料が
変わりました

厚生年金保険の保険料率が、平成２８年９月分（１０月納付分）から、
0.354％（坑内員・船員は0.248％）引き上げられました。
保険料額表はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougaku
hyou9gatu

最低賃金が
変わります

福井県の地域別最低賃金が７５４円に変わります。（平成２８年１０月１日より）
※特定の産業には産業別最低賃金が定められています。

10月の
お仕事
カレンダー

◆年次有給休暇発生 ４月に入社された方は、今月より有給休暇が発生します。
◆３１日 ・７月～９月の労働者死傷病報告（休業４日未満）の提出期限です。
・労働保険料（延納第２期分）の納付期限です。

HAMEKOMIシリーズ E
「 HAMEKOMIシリーズ E（絵） 」第4弾！！！！
今回は、まさかのダークホースが出現！
しかも初の黒塗りで悩みだすスタッフ
『両さん』
が多数(*´艸`*)限界を迎えたスタッフ
こち亀終了に驚きました。
もちらほら・・・(笑)それではいって
(佐藤)
みまSHOW！！

～今月のお題～
この形から
想像できる
ものを書いてください!(^^)!

『かぶと』
真田丸を見ていると興奮し
ます！！
(北出)

『魚と猫』
限界でした…(笑)(坂野)

なんとっっ！！この発想はなかったのぅ！

*´Д｀* 実に柔軟な発想じゃ！！
初めての作品でピカソに選ばれるとはなかな
かのもんじゃ！！

『たまにこういう人が…』
素朴な…たまに見かけませ
んか？こういう人。(新井)

『トンガ』
シンプルに！(前川)

『ローラースケート』
もう限界…笑 (高間)

～来月のお題～

あなたのアイデアを募集します。「な、なに～！」と北出スタッフを
唸らせてください！！！ご応募頂いた方にはささやかなプレゼントを♪
待っとるゾ～
〒910-0011 福井県福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203
北出経営労務事務所 ＨＡＭＥKOＭＩ部 まで!(^^)! 北出スタッフへの手渡しもＯＫです！

*´艸｀*
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