
福井県の中小、ベンチャー企業を
経営・人事・労務の視点で元気にする

NE
WS

135

Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.

＊今月のことば＊

〇成果を上げるにはどのような貢献があるか問うこと○
成果を上げるには、自らの果たすべき「貢献」を考えなけ
ればならない。貢献に焦点を合わせることで、組織全体の成
果に注意を向けるようになる。また顧客の視点から物事を考
えざるを得なくなる。その結果仕事が変わる。（ドラッカー）

＜お客様インタビュー＞

お菓子×キタデ
「人と人との心を繋ぐお菓子」
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五月ヶ瀬の由来
「五月」

新緑の季節と端午の節
句の鯉のぼりのように勢
いのある商品に育つよう
にという思いがこめられ
てます。

「瀬」
創業者・瀬川隆之の
一文字をとっています

「五月ヶ瀬」で
お馴染み三つ柏の紋。
柏の葉っぱは縁起物。

子孫繁栄を
表します。

https://www.satsukigase.co.jp/

御社の仕事・業務内容を教えて下さい。
五月ヶ瀬煎餅を中心としたお菓子を製造・販売しています。
福井で生まれた「五月ヶ瀬」のお菓子を福井の人に育てていただき、
愛してくださったおかげで、創業４３年目を迎えることができました。私
たちが広く知っていただけるようになったのは、販売エリアを福
井に集中し、継続して製造・販売を続けてきた企業努力にあると
自負しています。私たちの商品は当社にとって子どもに等しい存
在です。

今、力を入れていることを教えて下さい。
従業員一人ひとりに「五月ヶ瀬」を愛してもらうことです。従業員に
「五月ヶ瀬」が存在する目的や働く目的を伝え、考える機会を設けてい
ます。「五月ヶ瀬」で働くことに自信と誇りを持てる職場にしていくこと
が経営者としての役割だと思います。また、人材育成の一環として、
人事交流制度（ジョブローテ）も行っています。一つの部署だけ
でなく他職種を経験することでキャリアアップを図るなど、知識
や経験を高める仕組みを取り入れています。珍しいケースかもし
れませんが親子で働いているのも特徴の一つです。親が働いてい
る姿を見て、子供が「私もココで働きたい！」と思っていただけるように
なるのが理想ですね。

舟 寄 庵－坂井市丸岡町舟寄9-1
春江総本店－坂井市春江町藤鷲塚40

これまで仕事をしてきて感動したエピソードを教えて下さい。
「亡くなった主人が大好きなお菓子でした。」と言って頂いたり、東日本大震災
の際に、お菓子を贈った先の高校生から「おいしいお菓子をありがとうござい
ます。」と直筆の感謝の手紙を頂いたりしました。お菓子を食べて頂いた方か
ら感謝される・ありがとうと言われることは「五月ヶ瀬」が存在する理由のひと
つだと思いますので、大切にしています。お客様から「ありがとう」「美味しかっ
た」と感謝のお言葉を頂くことは私たちの誇りとなっています。

目標やビジョンを教えて下さい。
「五月ヶ瀬」で働く従業員の雇用を守ること、お客様が数あるお菓子の中から「五月ヶ瀬」を選
んでいただいている想いに報いるために創業者である先代がお菓子作りに命を懸け、情熱を
注いで大きくした会社を「継続」させることです。その先にある１００年企業もひとつの目標です。
福井の人に愛して頂いている「五月ヶ瀬」の持つ重みを心に刻みながら、人と人との心を繋ぐ
お菓子作りを続けていきます。

「五月ヶ瀬」の
お菓子づくりの
根幹にあるのは、
「人」と「人」の想い

を繋ぐこと

https://www.satsukigase.co.jp/


北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。
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全労働者の労働時間の把握
が義務化されます‼
いよいよ2019年４月１日から働き方改革関連法の主要部分が施行
されます。
その中でも今回
取り上げるもの
は、

働き方改革関連法案
2019年4月からスタートするもの

・残業時間の上限規制
（中小企業は2020年4月）

・有給休暇年5日取得の義務化
・勤務間インターバル（努力義務）
・高度プロフェッショナル制度
・フレックスタイム制の見直し
・全労働者の労働時間把握の義務化
・残業月80時間超の労働者への通知義務 など

「全労働者の労働時間把握の義務化」です。4月施行前は労働
時間を適正に把握する責務があるものとして、“管理監督者及
びみなし労働時間制が適用される労働者を除くすべての者”と
定められていました。それが今回の改正では、、、

改 正

“管理監督者・みなし労働時間制が適用される労働者も含めた

全労働者“において、労働時間の把握を義務化することになりました。

管理監督者やみなし労働時
間制が適用される労働者に
ついて、改正前は健康への
配慮の為、時間管理を行う
ことが望ましいとされてい
ましたが、今後は管理をす
ることが義務化されました。

法律で定めた条件に沿って、従業員の働き方を管理することが最大
の目的です。労働時間を把握していなければ時間外労働や深夜労働
に対する割増賃金も払えませんし、労働時間が分からなければ、
労働時間数等を賃金台帳に記入することも出来ません。
厚生労働省は適正な労働時間の把握の為、使用者が講ずべき措置に
関するガイドラインを策定しています。記録の方法として
①使用者が自ら現認することにより確認し適正に記録すること。
②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的

時間把握の目的 ①

な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
③自己申告制により記録すること。
※自己申告制により行わざるをえない場合には労働時間の実態を正しく記録し、適正に行うことなどについて
十分な説明を行うこと。

時間把握の目的 ②

今回の改正における重要な目的の一つとして、労働者の健康を確保していくということがあります。最近は、
過労死、過重労働や長時間労働問題といったことが企業経営の中でも大きくクローズアップされています。そのよ
うな問題を解決していくためには、いかなる形態の働き方の人でも労働時間を会社側が把握して適正な対応を行っ
ていくことが必要になります。時間外労働・休日労働により疲労が蓄積すると、脳や心臓疾患が発症するリスクが
高まり最悪は死に至るケースもありますので、長時間労働が続く労働者には医師による面接指導を受けさせる適切
な対応が大切です。会社側は時間外・休日労働が80時間超の労働者がいる場合にはその労働者へ通知をする必要
があります。

↓医師による面接指導の実施義務が改正されました。↓

時間外・休日労働が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められると申出
た労働者（今までは100時間超）

時間外・休日労働が80時間を越えた月が1月の場合のみで
も労働者に通知する必要があるの？80時間以下の人は特別
何もしなくても問題ないですよね？

原則1月でも時間外・休日労働が80時間を超える労働者が
いる場合には労働者への通知が必要です。その上で労働者か
らの申出があった場合には医師による面接指導をおこなって
下さい。80時間以下の労働者については義務ではありませ
んが、疲労の蓄積が明らかな場合や、長時間の労働により
通常業務に支障をきたす場合などには、労働者へ医師による
面接指導を受けるよう勧奨することが必要です。

まとめ
-安全衛生法の視点から労働者の安全と健康
の確保の目的があり今回の改正に至りまし
た。昨今、問題となっている長時間労働が
背景にありますが、適正な時間管理ととも
に健康を配慮した職場作りを実行していく
ことが大事になってきます。

安全配慮義務の遵守を
お願いします!!

Ｑ

Ａ
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働き方改革の改正法案に
ある「同一労働同一賃金」
は、どんな内容？
何を準備しておけば
いいの？

A.同一の事業主に雇用される正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイマー、有期契
約労働者、派遣労働者）との間の不合理と認められる待遇の相違及び差別的取り扱いの解消を目指すものである。

Q1.同一労働同一賃金とは？

Q２.不合理と認められる待遇とは？

A.同一企業内において、基本給や賞与、福利厚生や教育訓練制度などあらゆる待遇において不平等な待遇差を
設けることを禁じることです。

具体的には？
①基本給→各会社により能力、または経験に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うなど実態に違いがなけれ
ば同一の支給、違いがあれば違いに応じた支給をしなければいけない。
準備しておくこと！→基本給の決め方は？賃金テーブルはあるか？ないのであれば明確な基準を作ること！！
②賞与→どういう基準で賞与額を決めているかを見直し、同一の基準であれば同一の支給をし、違いがあれば違い
に応じた支給をしなければならない。
準備しておくこと！→算定期間、賞与の金額決定の基準は？ないのであれば、明確な基準を作ること！！
③各種手当→「役職手当」「職務給」「能力給」「資格手当」については、同一の内容については同一の支給をし、
違いがあれば違いに応じた支給をしなければならない。
準備しておくこと！→個別に定めている場合は、明確な基準を作ること！！
④福利厚生・教育訓練→食堂、休憩室や更衣室といった福利厚生施設を正社員、パートタイマー、有期契約労働者
に限らず同一の利用、付与を行わなければならない。教育訓練については、現在の職務に応じて必要な技能、知識
を習得するために実施する者については、同一に実施しなければならない。
※注意！！→「通勤手当」は実費支給であれば、同一の基準を！ただし、短時間社員などに「上限」を定めること
は可能！危険度に応じて支給される「特殊作業手当」や交代制勤務に応じて支給される「特殊勤務手当」、業務内
容が同一の場合「精皆勤手当」、食事のための休憩時間がある際の「食事手当」、特定の地域で働く方に関して支
払う「地域手当」等については正社員、パートタイマー、有期契約労働者を問わず、同一の支給を行わなければ
りません！！

改正のポイント
①不合理な待遇差の禁止
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
③行政による事業主への助言・指導等や紛争解
決手続（事業主と労働者との間の紛争を裁判せ
ずに解決すること）の整備
※派遣労働者の場合は、上記の①もしくは、
「労使協定」により待遇確保が求められます！

2020年4月1日施行開始！！

中小企業は2021年4月1日
施行開始ですよ---！！！

この法律に関わる対象労働者は？
対象労働者は「パートタイム・有期契約労働法」に基づき、
パートタイマー、有期契約労働者が対象です。
短時間正社員や限定正社員はこの法律の対象とはなりません！！
※注意！！
正社員が定年を迎えて継続雇用制度により有期契約労働者になっ
た場合でもこの法律の対象となります！ご注意ください！

Q3.改正ポイント②の“説明義務の強化”とは？

A.どういった時に説明義務が生じるか？
①雇い入れ時→賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、
正社員転換等に関する措置等の説明。
②非正規社員から求めがあった場合、正社員との間の
待遇差の内容、理由を説明。
③労働者が説明を求めたことで不利益な取り扱いを
することを禁止。

どんなことを説明すればよいか？
①待遇差の内容→正社員とパート間の待遇に関する
基準（賃金表など）に違いがあるかどうかを説明。
②待遇差の理由→職務内容、その範囲、成果、能力、
経験など適切と認められる理由を説明。
説明方法は？
基本は理解しやすいよう就業規則、賃金表などを用い
て説明することが基本です。

Q4.行政による助言・指導とは？

A.これまでは派遣労働者、パートタイマーについて行政
からの指導や助言はありましたが、有期契約労働者に対
しての行政指導の規定はありませんでした。今回の法改
正により、有期契約労働者も行政指導の対象となります。

まとめ
①不合理な待遇差の禁止→業務の内容、資格、経験に応
じて賃金の差が出ることは問題ありません。ただし、合
理的な理由なく個別に金額の差異がある場合は、労働者
に不利益にならないように見直しが必要です。
②説明義務の強化→雇い入れ時には雇用契約書を交わし、
賃金、福利厚生等を説明する必要があります。
労働者から賃金決定の基準の説明を要求された時のため
に、社内での明確な基準を作成しておきましょう。

詳しくはこちら！厚生労働省HP 「同一労働同一賃金ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000470304.pdf

派遣については、2020年からの施行開始ですよ---！！

まずは、各手当の決定基準の洗い出しを！
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＊今月のお知らせ＊

雇用保険料率 平成３１年度は会社負担・本人負担共に雇用保険料率の変更はありません。

１月から３月までの期間で、労働者が業務中等に負傷し、休業（４日未満）を要し
た場合、 ４月２６日(金)までに所轄労働基準監督署へ届け出が必要です。

会社・事業主が厚生年金被保険者個々分を負担する税金です。平成３１年度より税
率が0.34％に引き上げられる見込みです。※変更の可能性もあります。

労働者死傷病
報告の提出

子ども・子育て
拠出金

社会保険の
保険料率

平成３１年３月より社会保険料率が変更となりました。
健康保険 9.980％ ⇒ 9.880％ (会社負担：4.940％ 本人負担：4.940％)
介護保険 1.570％ ⇒ 1.730％ (会社負担：0.865％ 本人負担：0.865％)
※都道府県により健康保険の料率は変わります。各都道府県の料率は↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara

①大根の皮を剥き、イチョウ切にする。
②大根が透明になるまで茹でる。
③水、砂糖、めんつゆを適量ブレンド
した鍋に、茹でた大根と鯖缶を投入。
④再度弱火で煮込んで出来上がり。
※お好みで茹でた大根葉をトッピング
すると鮮やかさアップ！

①コンニャクを薄く切る。
②竹串をコンニャクに通す。
③数分茹でる。
④味噌と一緒に盛り合せて出来上がり。

・大根
・鯖缶

・砂糖
・めんつゆ

・コンニャク ・さくらみそ

料理はオリーブオイルで決まる。どうもコバ道です。
すみません、新入社員の小林です<(_ _)>
さて！むりやり新コーナーを作りました。
その名も「 」。
料理男子になりたい！という思いからこのコーナー
を作りました。
今回の食レポコーナーでは、僕の中の「 」

ナンバー1おススメ料理を紹介します。

大根には、がん予防・高血圧予防・
消化促進・胃もたれ予防・心筋梗
塞・脳梗塞・動脈硬化予防など
様々な効能があります。
大根は皮にハリとツヤがあり重みの
ある物が美味しいと言われてます！
また、葉つきのものは葉が緑色でみ
ずみずしいものが新鮮な証拠です！

はじめの大根を茹
でる工程が一番時間
がかかります。大根を
ひと口サイズに切るの
が時短ポイントです♪
「若狭小浜」の鯖缶は
スーパーで販売してい
ます！鯖缶に味がつい
ているので、砂糖とだし
醤油を合わせるだけで面
倒な味付けは不要です♪

ビールのおつまみ
に最適です！
たった10分で完成
しちゃいます(*^^)v
味噌は甘口、辛口
と販売しているの
でお好みで！
一味、ネギのなどの
トッピング最高です♪
オリーブオイルで焼い
て蒟蒻ステーキもお
ススメです！

以上、小林からの食レポでした！
次回もお楽しみに！

VS

さーやってまいりました！
いよいよ世紀の「時短美味い料理」
缶サバ大根VS味噌田楽の勝負の時間です！
実況は私コバ道が解説します。
先攻は缶サバ大根だ！
寒ブリ大根の時代は終わったと言わんばかり
の勢いで睨みつけたー！٩(๑`^´๑)۶
後攻は味噌田楽。
いやいや、俺は茹でるだけだぞという堂々と
した姿勢だー！(´･ε･̥ˋ๑)

果たして勝敗の行方は如何に！！！


