
○去年の自分と比較してどう変わったか○ 
去年の自分と比較してどう変わったか。変化は生きて 
いく上での最重要課題。会社も一緒。去年と比較して 
何が変わったか。それがないなら下りのエスカレーター 
に乗っているようなもの。 

＊今月のことば＊ 

 参加のメリット  実施プログラム 
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内定者合同 
in芦原青年の家 

宿研修2017 

申込期限 

8/21(月) 

＜日時＞ 2017年９月22日(金)13：00 ～ 23日(土)16：00まで 

＜会場＞ 芦原青年の家 （あわら市北潟153-227） 
＜費用＞ お一人様25,000円(税別)（１泊３食付き・資料代・保険料込） 
＜定員＞ 10社3０名 催行人数15名 ※プログラムの都合上、１社２名以上でお申込みください。 

 お客様からご好評を頂き、おかげさまで第４回目となる内定者合同合宿研修2017の開催が決定
致しました。内定者の不安を解消し、入社までのレベルアップの一環としてぜひこの研修を活用
してみませんか？合宿を楽しみながら内定者同士の関係性(絆)を深め、経営者の皆様や先輩社員
との交流によって会社の魅力を再発見していただきます！ 
「こんな研修を受けさせてもらえるなんて！私は何て素敵な会社に入ったんだ！」と思っていた
だけるような企画です！ぜひ、たくさんのお申込みをお待ちしております！ 
       内定辞退を撃破！スーパールーキーの育成は我々にお任せください！ 

・入社への決意が固まる 

・改めて自社の良さを知ることができる 

・良い刺激と緊張感がある 

・社外の同期(仲間)を持てる 

・多様な志望動機や仕事への思いを聞ける 

内定を出された企業様！ぜひこちらをご覧ください！！              

 URL:https://www.kkr-group.com/    

 

≪講師プロフィール≫ 
 北出慎吾（きたでしんご） 
 シナジー経営株式会社 代表取締役  
   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、経営者と社員が共に
幸せになる仕組みを展開し、 従業員1名から500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を実施。 強い会社
を作るための人事制度、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。毎年開催している考
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530人が参加している。2014年より内定者研修を本格的
に始動。 
 
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。 
北出慎吾 Blog：http://ameblo.jp/keiei-roumu/ 

・自社の先輩との交流会 

・社会人になるための心構え 

・グループワークでチーム力を発揮せよ！ 

・プレゼン大会 

・BBQで懇親会！        etc... 

 

 お～い！ 
全員集合～！ 

お問合せは北出経営労務事務所まで    0776-58-2470 

https://www.kkr-group.com/
https://www.kkr-group.com/
https://www.kkr-group.com/
https://www.kkr-group.com/


北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。 
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改正育児介護休業法 
対応はもうお済ですか？？ 

平成2９年1月１日より、改正育児介護休業法が施行され、半年
が経ちました。改正内容が職場内に定着しているかを確認する目
的で、労働局による調査も徐々に増えているようです。今一度、
改正育児介護休業法のポイントを確認してみましょう。社内規則
の整備がまだの事業主様は必見です！！ 

主な改正ポイント！！ 
【育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件緩和】 
＜これまで＞                    ＜改正後＞ 
①勤続1年以上であること               ①勤続1年以上であること       
②子が1歳以降も雇用継続の見込みがあること      ②子が1歳以降も雇用継続の見込みがあること 廃止   
③子が2歳までの間に契約が満了し、          ③子が1歳6ヵ月までの間に契約が満了し、 
 更新されないことが明らかでないこと         更新されないことが明らかでないこと 
 
※「子」とは・・・法律上の親子関係がある子（養子を含む）のほか、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に   
         委託されている子、養育里親に委託されている子をいいます。 
 

【介護休業の分割取得 及び 介護休暇の取得単位の柔軟化】 
＜これまで＞                    ＜改正後＞ 
介護休業について、介護を必要とする家族1人      介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで、       
につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能     3回を上限として、介護休業を分割して取得可能 
 
＜これまで＞                    ＜改正後＞ 
介護休暇について、1日単位での取得          半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能 
 
※介護休業とは・・・・労働者が、要介護状態の対象家族を介護するための休業 
※介護休暇とは・・・・要介護状態にある家族の世話を行う労働者が、 
           1年間に5日(2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇 
※家族の範囲とは・・・配偶者／父母／子／配偶者の父母／祖父母／兄弟姉妹又は孫 
 

【子の看護休暇の取得単位の柔軟化】 
＜これまで＞                    ＜改正後＞ 
子の看護休暇について1日単位での取得          半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能 
 
※看護休暇とは・・・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、1年間に5日(2人以上の場合は10日)まで、 
          病気、けがをした子の看護又は予防接種、健康診断を受けさせるために取得できる休暇 
※「1年間」とは・・4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。 
 

【マタハラ・パタハラなどのハラスメント防止措置の新設】 
＜これまで＞                    ＜改正後＞ 
事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を    これまでの内容に加え、適切に対応できる体制の整備が必要                                     
理由とする不利益取扱いは禁止             例：事業主による方針の明確化及びその周知・啓発  
                             相談窓口の開設 等  
 
これらの他にも、いくつかの改定が必要です。厚生労働省のHPより、改定ポイントをまとめたリーフレットがダウン
ロードできますので、社内規則の整備がまだの事業主様は、ぜひご確認下さい。 
URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 
                                           厚生労働省HP参照 
 
 
 
                                              
 
 
 
                                              

 

これまで話をしてきた改正育児介護休業法ですが、事業主と労働者代表者との間で「労使協定書」を
書面で締結することにより、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、短時間
勤務の対象者を限定することが可能となります。この労使協定書を締結することで、法律上対象外と
されている「日雇労働者」「有期契約労働者」に加え、「入社1年未満の労働者」「1週間の所定労働
日数が2日以下の労働者」等も対象外となります。作成方法につきましては、こちらも厚生労働省の
HPより確認ができますので、ぜひご確認下さい。労使協定書の労働基準監督署への届出は不要です。 

労使協定書は作成されていますか？？ 

詳しくは、 

北出経営労務事務所 

まで！！ 

0776-58-2470 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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「それ、パワハラですよ」 
 と、部下から言われて 
 困っています。 

”部下から上司へ” の逆ハラ 
  （逆ハラスメント）が増加中です。 

■平成28度 厚生労働省 職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書 

職場のパワーハラスメントの定義は、 
①同じ職場で働く者に対して、 
②職務上の地位や人間関係などの職場内での 
 優位性を背景に、 
③業務の適正な範囲を超えて、 
④精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪  
 化させる行為 をいいます。 
「上司から部下への行為」というイメージの強い
パワハラですが、厚生労働省が、職場でのパワハ
ラ行為の中に「部下から上司へ」「後輩から先輩
へ」もパワハラ行為と認めたことにより、 
”逆パワーハラスメント”が認知され、それまで
は周りに言えずトラブルとして表には出ない問題
でしたが、声を上げる被害者が増加、今、社会問
題となっています。 

パワハラと逆ハラなにが違う？ 
逆パワハラは、パワハラの定義である、「職位上 
の地位での優位性」を背景にしているのではなく、 
専門的な知識、技術や経験を豊富に有している、 
身体的能力が高い、IT知識などの新しい情報を豊富に有しているなどの優位性を背景に嫌がらせが起きます。 

部下の言動、逆ハラに該当しませんか？ 

暴力行為 部下が上司に対し暴言だ 

けでなく、部下から叩く殴る蹴る、車のミ 
ラーを曲げられたりと悪質な行為により、 
刑事事件にも発展するようなことも起きて 
いるようです。 

社内のパワハラは予防が大事！ 

      脅迫行為 上司が指導するたびに、 

         部下は「それパワハラですよね」と返答。 
         指導や注意にパワハラですよね、 
         飲み会に誘ったらパワハラですよね、 
 休日に急ぎの用事を連絡したらパワハラですよね・・ 
 人事部に申告するぞ！労基に通報しますよ！という発言も、 
 嫌がらせの域を超えています。 

無視 おとなしい気弱な上司を、無視。部署 

の飲み会から外す、別の上司の指示を優先する、 
指示した内容をわざと無視して自分勝手な仕事 
をする、得意先からの連絡をつながない、など 
仕事上にも支障が出てくるようになります。 

名誉毀損 部下が上司に対し「こんな簡 

単な仕事もできないんですか」「パソコンも使
えないんですか」など、身体的能力や経験、知
識の優位性を背景に誹謗中傷し、社内に見覚え
のない悪口やあることないことをつげ口され 
る行為です。 

これらに該当する行為の場合は逆ハラの可能性も高いです。しかし、パワハラは 
自分はそう思っていなくても業務の適正な範囲を超えているケースも考えられます。 
日頃の業務のあり方を確認してみましょう。パワハラって言われた！管理職の方の 
戸惑いを受け止めてくれる情報盛りだくさんのサイトページです。 
（「あかるい職場応援団：パワハラって言われた！管理者の方へ」 
                https://no-pawahara.mhlw.go.jp/manager/index） 

 

click あかるい職場応援団サイト 

トップの 
メッセージ発信 

関係規定 
づくりで 
ルールを 
決める 

アンケートで 
実態把握 社内教育 

組織の方針、 
取組について
社内周知 
啓発 

相談窓口の 
設置 

https://no-pawahara.mhlw.go.jp/manager/index
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https://no-pawahara.mhlw.go.jp/manager/index
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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♪ 
〒910-0804 福井県福井市高木中央2丁目701 ウイング高木2F  
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！ 

 

～来月のお題～ 

～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!(^^)! 
 

*́ 艸 *` 待っとるゾ～ 

HAMEKOMIシリーズ 

 
E 

労働保険 
年度更新 

年度更新は７月１０日（月）までが申告・納付期間となります。 
同封のパンフレット等をご覧いただき、期間内に忘れずに申告・納付をお願いいた
します。 

日本年金機構から書類が届きましたら、全被保険者の3か月間（4～6月支払分）の 
総支給額の平均額を届出してください。提出期限は７月１０日（月）です。 

賞与を支給した場合は、5日以内に「賞与支払届」を、年金事務所及び厚生年金基金
に提出します。また、賞与支払予定月等に賞与の支払が無かった場合でも、総括表の
提出が必要になりますのでご注意ください。 

＊今月のお知らせ＊ 

社会保険 
算定基礎届 

賞与支払届 
の提出 

「 HAMEKOMIシリーズ E（絵） 」第13弾！！ 
 今月のピカソは誰でしょう～か♪♪ 
 

・年度更新 
・算定基礎届 
・賞与支払届 
・健康保険被扶養者状況リスト 

平成2９年4月１日現在の協会管掌健康保険の被扶養者の方が対象です。まずはリス
トをご確認ください。該当者がいる場合は「異動届」を、いない場合も状況リスト
の返送が必要となります。提出期限は７月３１日（月）です。 

健康保険 
被扶養者状況 
リストの提出 

『お手紙と種とんでけー！』 
こういうの国語にあったようなー 
     （新井） 

 『強欲なわたし』 
だって、、人間だもの  
   （佐藤） 

  『宇宙人！！』 （髙間） 
宇宙人って 
  首ありましたっけ？？ 

 『某有名飲料のあの子？』 
早速スーパーに買いに行きます。 
          （坂野） 


