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 セミナー報告  新入社員フォロー研修、労働基準監督署セミナーのご報告 

Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved. 
セミナー内容はhttp://kkr-group.com/seminar/まで 

今月のことば●孟母三遷（もうぼさんせん）  
 「幼児の教育には環境が大事」というように、社員教育にも自社内の環境が 
 大きく影響する。 

開催御礼！ 

９月２５日（水）４月に入社した『新入社員のフォローアップ研修』を開催しました。 
入社して６か月、組織の一員としてどのように行動してきたかを振り返り、経験から
得た自分の課題を捉えました。また６か月前、同じような気持ちで入社した他の受講
生と話を交えながら自分自身の成長・他の方の考え方の変化・姿勢を確認し、ディス
カッションを通しながら、次のステージに向かうための新たな目標設定を行いました。
給与をもらう以上、プロとしての自覚が必要です。プロは常に成長を求め続けて行動
することが必要、現状に甘えている意識を払しょくさせました。仕事に対して「貪欲
であれ」、「自己投資を忘れるな」などをお伝えすると、研修終了後、受講生は更な
る目標達成に意欲を燃やし、「やるぞ」という表情に変わっていました。 

～『労働基準監督署 調査対策セミナー』～ 
１０月２４日（木）『労働基準監督署 調査対策セミナー』を開催しました。定員１５社、２３名の方に
ご参加頂きました。セミナーではテレビドラマでも取り上げられている「ダンダリン・労働基準監督官」
の役割や会社として守るべき法令、今後の対策などをお伝えしました。参加された皆様の表情は、会社の
リスク管理方法について興味深く聞いていただき、労働基準監督官がやってきたときの対応、今すぐでき
る対策など細かくメモを取っておられました。今後の会社経営をよりよくしていくために法律を知ること、
社内環境を整備することは大事な考え方です。テレビの影響もあってか、当日、新聞記者さんが取材に来
ていました！ 
◆受講者アンケート（抜粋）内容 
・当社に不備な点があるか心配になりました。（株式会社ボリスビアン様） 

・頭が熱くなりました。実行したい課題が６個も浮かびました。（ゲンキー株式会社様） 

・事前の対策が重要と実感しました。（井上商事株式会社様） 

・理解が深まるとともに対策すべき内容が明らかになりとても参考になりました。（福井キヤノン事務機株式会社様） 

・細かい部分まで色々と説明を受けて今後のためになりました。（福井環境事業株式会社様） 

フォローアップ研修風景 

１１月８日は二十四節季の立冬です。「初めて冬の気配が現れてくる日」ですが、さすがに朝の冷え

込みはきつくなってきましたね (((ｏﾟДﾟ))｡ 皆さんの周りには冬の気配が現れましたでしょうか？  

１ヶ月前にはまだ真夏日と報じられていたのに、季節の移ろいは早いものです。 

 
ダンダリンというドラマが日テレで放送されていますが、ご覧になられましたか？ 

竹内結子主演の労働基準監督官の話ですが、事務所では単行本が以前から置いてあってこともあり、

結構話題にあがっています (≧∇≦)ﾉ ダンダリンの様な労働基準監督官も相対する悪徳？社会保険労

務士も極端なところがありますが、参考になるところも多いのではないかと思いますので、まだ見て

ない方は一度ご覧になってみてください。 

ちょうど労働基準監督署調査対策セミナーが先日

ありましたが、これを期にもう一回やって欲しい

という方は、是非ご連絡ください(o^▽^o)/                                          

（前川） 

http://kkr-group.com/seminar/
http://kkr-group.com/seminar/
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■■労災保険の特別加入制度とは■■ 
労災保険の特別加入制度は、労災保険の対象にならない人に対して特別に労災補償を行う制度です。 
労働者以外の人でも労働者と同じような仕事をしていてケガをした場合に、補償がないというのは適
当でないということから、労働保険の特別加入制度に任意に加入した人に対して業務の実情、災害の
発生状況からみて、労働者と同じように補償を行います。 
【加入の範囲】 
  原則、事業主本人のほか労働者以外で業務に従事している 
  全員が加入することになりますが、病気療養中、その他の 
  事情により事業に従事していない人は加入しなくても 
  かまいません。 
   例）監査役員、事業に携わらない代表取締役 
【補償の対象となる範囲】 
   <業務内容>   
   ・申請時に申請した事業のための行為 
   ・事業の運営に直接必要な業務のための出張 
   ・労働者を伴って出席する行事の際のケガ 
  ただし、事業主の立場で行われる業務は除かれます。 
  <時間> 
   ・労働者の所定労働時間内 
    及び時間外労働、休日労働 
  ※通勤災害は、 
   労働者と同じ取扱いになります。 
【役員に対する業務中のケガの補償は】 
 労働保険に特別加入制度に加入し、 
 業務中、通勤途中にケガをした場合、 
 右下の表のようになります。 
 
   

けいえい
ろうむ 
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1分間ろうむスタディ 

 
労働者と同じような仕事をする役員の方は、特別加入に入ることをお
勧めします。そうすることにより給付を受けることができます。逆に
労災から補償される見込みがない場合には特別加入に加入しなくても
いいですよね。次回で労働保険の特別加入制度について説明致します。 

❤❤社労士さとうのワンポイントアドバイス❤❤ 

役員が仕事中にケガをした場合、どうしたらいいの 

でしょうか。 

労災保険から給付はありますか。 

労災保険から給付されない場合は、どうしたらいいので
しょうか。 

 

役員が業務中、通勤中にケガをした場合、労災保険からは給付されません。軽く労災保険をおさらい
して、どうしたらいいか考えていきましょう。  

■■労災保険とは？■■ 
そもそも労災保険とは、労働者が業務中、 
あるいは通勤中にケガをした場合、 
会社に替わって労働者を救済する制度です。 
あくまで、労働者を補償するのであって、 
役員は労災保険の対象外です（右図）。 
兼務役員も補償の範囲です。 
 
【役員に対する業務中のケガの補償は】 
もし、役員が業務中にケガをした場合、 
通常、右の表のように治療費等を全額自分で 
支払うことになります。 
健康保険はあくまで、業務外のケガや病気の 
場合に給付する制度です。 
ただし、健康保険の特例に該当すると給付されます。 

（※）「社会保険に加入している人数が5人未満」 
   かつ「一般の労働者と同じ仕事をしている」 

労災保険と認定 労災保険の対象外 

治療費 労災保険（自己負担なし） 全額自己負担 

給与 補償あり（休業補償あり） 補償なし 

労働者 

労災保険の補償範囲 

兼務 
役員 

補償 補償なし 

通常 健康保険の特例（※） 

治療費 全額自己負担 健康保険（3割負担） 

給与 補償なし 補償なし（傷病手当金なし） 

業務中
にケガ 

労働者以
外の人 

中小事業の規模 

業 種 労働者数 

金融業、保険業、 
不動産業、小売業 

50人以下 

卸売業、サービス業 100人以下 

上記以外の業種 300人以下 

業務中
にケガ 

会社 事務組合 
労働局 
（監督署） 

委託 申請 

例：吸収合併のための出張中…× 
  経営会議に出席 
   →業務執行権を有している…× 
   →業務執行権を有していない…○ 
  事業場施設を利用中…○ 
  事業施設内を行動中…○  
  作業場の準備中  …○ 
           慎重な対応が必要です。 
 
 
 

http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/syozaitiitiran.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=B64Rz5Cd3ZdaaM&tbnid=mPsCY7Yg8Wfc3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.microsoft.com/ja-jp/business/industry/gov/community/clipart03.aspx&ei=dEpeUvyQN8WqkwWErIHYBQ&bvm=bv.54176721,d.dGI&psig=AFQjCNHHRf7l96cojQfojRU038MmTnEGYw&ust=1381997273036103


■■年末調整の準備手順■■ 
◆国税庁から年末調整の書類が届いたら、以下の書類をセットして従業員の方に配布します。 
 ①平成２５年 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 
 ②平成２５年 扶養控除等（異動）申告書 
     昨年の年末調整時に記入してもらっている場合も 
     変更がないか確認するため、再度配布します。 
     ※変更がある場合は赤字で訂正してもらいます。 

 ③平成２６年 扶養控除等（異動）申告書                                                        

◆従業員の方から書類を回収したら、それぞれ以下の事項を 
 チェックします。     

 ①の用紙…□保険料控除の金額     
      □保険料控除証明書の原本があるか                
 ②の用紙…□住所に変更がないか 
      □扶養者に変更がないか 
      □本人、扶養者が障害者・寡婦等に該当するか 
      □扶養者が老人・特定扶養の年齢かどうか 
      ・扶養者の所得の金額について 
       □必要経費の６５万円が引かれた金額で記入されているか 
       □６５万円を引いた金額が３８万円以下か 
      ・年金受給者の金額 
       □６５歳未満の場合… ７０万円を引いた金額が３８万円以下か 
       □６５歳以上の場合…１２０万円を引いた金額が３８万円以下か 
 ③の用紙…平成２６年分の給与計算に使用します。変更がある場合はソフトの設定を変えるなど 
      忘れないようにしましょう。また、来年の年末調整時に使用するため、大切に保管を 
      しておいてください。 

■■お知らせ■■ 
◆平成２５年分の所得税から復興特別所得税が導入されています。 

 平成２３年１２月２日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に 
 関する特別措置法が公布され、平成２５年１月１日から平成４９年１２月３１日までの間に生ずる所 
 得から源泉徴収すべき所得税の額の２．１％相当額が、復興特別所得税として源泉徴収されています。 

Ｑ．確定申告をする人は、しなくてもいいですか？ 
Ａ．勤務先からの給与以外で家賃収入などの所得があり確定申告をしている場合でも「給与所得者の 
  扶養控除等申告書」を提出している勤務先からの給与総額が2,000万円以下の人は、年末調整を 
  行う必要があります。 
 

Ｑ．年の中途で就職した人も年末調整するのですか？  
Ａ．年の中途で就職した人が、就職前の勤務先より給与の支払いを受けていた際は、前の勤務先で受 
  けていた給与と、その控除された源泉徴収税額・社会保険料等も含めて年末調整の計算を行わな 
  ければなりません。 
 

Ｑ．妻が契約者になっている生命保険の保険料は生命保険料控除の対象となりますか？  
Ａ．所得のない妻や子が生命保険の契約者であっても、その保険料や掛け金を給与所得のある夫が 
  支払っている場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。ただし、その保険金の受取人は 
  給与所得のある者又はその配偶者、その他の親族でなければなりません。 
 
Ｑ．育児休業中の人は、しなくてもいいですか？ 
Ａ．年の途中で育児休業された方で、その年の給与等の支払いがある方は、年末 
  調整を行ってください。給与等の支払いがない方は不要です。 
  また、その年の給与総額によっては、ご主人の控除対象配偶者になれますので、 
  ご主人の会社への申告も行ってくださいね。 
 
 

■■Ｑ＆Ａ■■ 

 
 
 

・今年扶養していた家族が亡くなった場合、 
 今年は扶養で申告ができる。 
・今年子どもが生まれた場合は、生まれた 
 月に関係なく、1年間扶養したと考える。 
・失業保険、遺族年金は所得と考えない。 

 知っ得情報       
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 知っ得情報      年末調整の準備をしましょう 

お問い合わせは☎0776（58）2470 
       北出経営労務事務所まで 

年末が近づくと、年賀状の準備に大掃除に…とやることがたくさんありますね。 
毎年１２月になってから“来年はもっと早く準備をしよう”と思っているのにまた…なんてこと
にならないように、早め早めに年末調整の準備をしておきましょう。 

   
  【全般】 
   Ｑ．年末調整とはなんですか？ 
   Ａ．毎月納めている源泉徴収税の総額と、給与や賞与の総額について納めなければならない税額との過不足額を 
     精算する手続きです。 
   Ｑ．年末調整の対象となるのはどういう人ですか？ 
   Ａ．給与の支払いをしているほぼ全ての方が対象となります。 
     除外となる方の条件は主に以下の2点です。 
     ①2ヶ所から給与所得があり、他方に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している 
     ②所得が2000万円を超える 
    
  【給与所得者の扶養控除等（異動）申告書について】 
   Ｑ．扶養者がいなくても提出するのですか？ 
   Ａ．はい。扶養者がいない場合は、扶養の欄を空白で提出してください。 
  
  【給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書について】 
   Ｑ．ご主人の扶養に入っている場合、社会保険料控除の欄はどう書けばいいですか？ 
   Ａ．扶養の場合は何も記入しなくて結構です。 
   Ｑ．生命保険料控除の対象となるのは、どういったものですか？ 
   Ａ．申告するご本人が契約者となっているものです。ご本人に関する保険であっても、契約者がご家族の場合は、 
     そのご契約者の方の控除となります。 
   Ｑ．主人も私も国民健康保険をかけているのですが、社会保険料控除の欄はどのように書けばよいですか？ 
    また、国民年金についてはどうですか？ 
   Ａ．国民健康保険料は世帯毎の支払となりますので、世帯主様の控除となります。 
     国民年金は、お一人ずつ証明書が届きますので、ご本人の分を申請してください。 
 
 その他、分からない事があれば何なりと、右記にお問い合わせください。 

■■よくある質問Q&A■■ 

① 

② 

③ 



11月の 
おしらせ 
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もうすっかり秋ですね。日が暮れるのも早くなりました。秋と言えば、

“○○の秋”私にとっての○○は、やはり“食欲”です。その食欲を満たす

ために最近、越前市名物の“ボルガライス”を食べました。ボルガライスと

言えば、オムライスの上にカツがのり、特製のソースがかかった斬新なスタ

イルで有名ですが、私が行ったお店では、ケチャップライスの中になんと、

細かく刻んだお蕎麦が混ぜてありました。これが絶品！！また行きます(笑) 

所長 北出慎吾 

  橋本友美 

  佐藤早智代 

最近、急に寒くなりましたね。（つい最近まで暑かったのに～）こう寒いと、

温かい食べ物が食べたくなります。なので、先日、温めて食べるヨーグルト

を食べてみました。飲むヨーグルトを温めた感じで（←そのままですね～）

おいしかったです。その他に温め可能な炭酸飲料も発売されたそうです。こ

ちらはまだ試していませんが。これからどのような温める食べ物が発売され

るか、チェックしていこうと思ってます。 

今更ながら、池井戸潤による企業エンターテイメント小説「半沢直樹」シ

リーズを読みました。ドラマは最終回を含め、数回しか見ていなかったので、

小説にトライ（笑）。「倍返し」が今年の流行語大賞にもノミネートされて

いますが、主人公の半沢直樹は「基本は、性善説。やられたら、やり返す、

倍返しだ」が信条。悪い意味の「やられたらやり返す」ではなく、いいこと

もお返しすることを考えないと、社会がおかしくなっちゃいますよね。 

秋の夜長、みなさんは何をしてお過ごしですか？私は、睡魔に勝てずに寝

てしまうことが多いのですが(>_<)たまに読書をしたり、取りためておいた

ドラマや映画を見たりして過ごしています♪ 先日、子どもが誕生日に 

ジグソーパズルを所望。あまりに熱中していて楽しそうなので、見ている

私もやりたくなってきました。でも、手を出すと怒られるのです(－－〆) 

これは自分用を買わないとだめかしら？と密かに思っています(^^ゞ 

 

前川 賢 

  坂野孝太 

お出かけ情報 秋の行楽シーズンですね。越前がには６日に解禁になりますよ。 
 

・１１月１６日（土）・１７日（日） 三国温泉カニまつり 
      （サンセットビーチ） 

・１１月１６日（土）・１７日（日） 越前かにまつり（アクティブハウス越前） 

・１１月２４日（日）      新そば収穫感謝祭（今庄そば道場） 

毎週水曜が子供の保育園のパンの日なので、水曜だけ早起きしてパンを

作ってます  p(･∩･)q  といっても、こねるところまではパン焼き器におま

かせですけどね。この間、スティック状のナンを作ってカレー・チョコ・

ミルクシロップ・ジャムを持たせた時はさすがに怒られるかな～と思って

ましたが、先生も一緒に食べてたそうです。先生と他の園児からのうけが

いいので、うちの子がちょっと自慢気なのがうれしいですね (＾O＾)v 

年末調整  
説明会 

年間カレンダー
の準備 

１２月が年度末の事業所は来年度のカレンダーを用意しておきましょう。 

年末調整の説明会が以下の日程で行われます。 
◆福井署  １１/２０（水）１３：３０～１５：３０  
      １１/２１（木） ９：３０～１１：３０  ＡＯＳＳＡ８Ｆ 
       １３：３０～１５：３０      
◆三国署  １１/２１（木）１４：００～１６：００  ハートピア春江 
      １１/２２（金）１４：００～１６：００  みくに文化未来館               
◆武生署  １１/２１（木）１３：３０～１５：３０ 
      １１/２２（金）１０：００～１２：００  サンドーム福井         
            １３：３０～１５：３０   （小ホール）           
そのほかの開催地については国税局のＨＰをご覧ください。 
http://www.nta.go.jp/kanazawa/topics/nencho/index.htm 


