
「工事を任せてもらえれば全てできる」ことです。グループ（協力業者も含めて）を通じて、一つの建物が出来上がりま
す。それが何よりの強みですね。改修工事も、技術を持った職人がいるので、自信をもって対応できます。 
―それは強いですね。では、社長がこれまで仕事をしてきて一番感動したエピソードがあれば教えて下さい。 
今まで手掛けた現場はいろいろあります。例えばサンドーム・恐竜博物館・ハーモニーホール・済生会病院など。そう
いった現場を子どもに見せられるのが何よりの誇りです。以前、子どもを現場に連れて行ったとき、息子が「僕もこうい
う仕事がしたい」と言った時には、しめたと思いましたね（笑）正直、嬉しかったです。私自身も子供のころから会長の
背中を見てきましたから。中学の時には自分もこの仕事をするんだと決めていました。 
―親としては嬉しい限りですね。ところで、職業柄、やはり高いところは平気なんですか？ 
やっぱり最初は怖かったですよ。一番怖かったのは七尾火力（発電所）ですね。何もなくて、風は強いし、下は全く見え
ない。地上４０ｍなんです。 
―地上４０ｍ！？想像もつきませんが、まさに命がけのお仕事ですね。 
当たり前のことですが、安全第一です。チームワークがとても大事なので、私だけでなく職長、その下の職人へと、協力
業者も含めて安全教育を徹底しています。 
―最後に、１０年後のビジョンをお聞かせください。 
ゆくゆくは福井一から北陸一、日本一の会社にしたいです。従業員はあまり増やさず、更にがっちり 
した仕組みを作りたい。というのも人が増えるとその分危険が増す。管理できる人数には限りがある 
と考えるからです。そして、お客様から直接オファーがくる会社にしたいですね。 
―作ったものが形として残る。こんな面白い仕事を若い人にももっと分かってほしいと熱く語って 
くださいました。貴重なお話をありがとうございました。 

２月と言えば、節分ですね(*^_^*)2013年の恵方は「南南東」です！ 
巻きずしを黙々と食べて福を呼び込みましょう♪ 
節分とは全く関係ないのですが、私の使用していたパソコンを新しく
してもらいました。 
今まで使用していたものは、動作が遅くて・・・ (>_<)  
イライラしてはいけないと思いつつも毎日思うように動いてくれない
パソコンに我慢の限界・・・。 

けいえい ろうむ.com  
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今月のことば●「前進できぬ駒はない」中原誠（棋士） 
将棋の世界において様々な動きをする駒。相手の陣地に入り、動きが変わる駒で
あっても確実に前に進む。踏み出すことにより見える世界が変わる。 
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体が資本。風邪もひかないタフガイ。 

―（橋本）まず御社のお仕事の内容を教えてください。 
メインの仕事はとび工事です。とび工事とは、作業場所をつくる・足場を組むという 
ことです。どんな現場もとび工事が必要なんです。他にも、はつり工事（コンクリートの余り 

部分を削り取る工事）や塗装なども手掛けています。またこの季節は除雪も大切な仕事です。 
―私たちもお世話になっているのですね。除雪はこの時期大変助かります。おかげで安心
して運転できます。ありがとうございます。そんな御社が今、一番アピールしたいことは
どんなことですか？ 
 

福井市大東にある奥武建設工業株式会社様にご登場頂き、仕事の醍醐味を伺いました。 

代表取締役  奥村洋司様 
代表取締役社長 奥村洋司様 

   OKUTAKEグループ 奥武建設工業株式会社様 お客様インタビュー 

なんと地上４０ｍもへっちゃら！？ 

みかねた所長の北出が、新しいパソコンと交換してくれました(*^_^*) 
「何これ？！サクサク動くー！」と感動もひとしおでした(笑) 
動かないパソコンとにらめっこするストレスもなくなり、より一層仕事に励みたいと
思います(*^_^*)                          （高間） 

奥武建設工業株式会社様のＨＰはこちら http://www.okutake.jp/ 
  



■■確認■■ 
 通勤途中に自動車事故にあったと報告を受けた時、以下のことを確認しましょう。 
 ・いつ     ・どこで  ・どのような状況で？  ・ケガの状態は？   
 ・病院名は？  ・入院は？  ・今後の治療は？   
 ・相手はいるのか？（相手の状況は？）・自賠責保険・任意保険に加入しているのか？ 
 治療費については、医療機関により対応が異なります。 
 もし、どうしても治療費を支払わなければならない時は、健康保険で対応してもらうようにしましょう。 

通勤途中に社員が車で事故を起こしました。 
幸い命に別状はありませんでしたが、 
会社はどのような対応をすることになりますか。 

けいえい
ろうむ 
相談室 

 
 

過失割合がある場合（もしくは加害者の場合）は、自賠責保険では過失割合で
治療費等が按分されてしまいますが、労災保険では全額が給付されます。労災
保険に請求するといいですね。でも、一番は事故を起こさないことです！！ 
 

❤❤社労士さとうのワンポイントアドバイス❤❤ 
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 通勤災害が発生して、労災保険に請求 
 しても労災保険料率は変わりません。 

１分間ろうむスタディ 

それは、厚生労働省から労働基準監督署
に労災保険ではなく、自賠責保険に先に
請求するように通達されているので、そ
のように言ったのでしょう。 
でも、通達に強制力はなく自由に決める
ことができますよ。 さとう 

以前、通勤途中に自動
車事故にあった時に、
監督署に電話をしたら、
「自賠責保険の手続き
を先にしてください」
と言われたんだけど… 

たかま 

■■自動車保険と労災保険どちらが優先？■■ 
通勤途中に自動車事故でケガをした時の治療費や休んだ際の収入の補償等は 
自賠責保険、労災保険両方に請求することができます。 
どちらに請求するかは、ケガをした労働者本人が決めることになります。 
（事故の状況や過失割合により保険会社と相談されることをお勧めします。） 

「通勤途中に自動車事故にあいました。」と一報を受けた時、どう対応 

すればいいのか、困りますよね。 

では、実際にどのように対応するのか見ていきましょう。 

■■さらに■■ 
 上記のように会社を休んだ場合、自賠責保険で補償されます。 
 その上、労働できず給与が出ない場合、労災保険から特別支給金をもらえる場合もあります。 
 この特別支給金は調整されません。自賠責保険に請求する場合は労災の手続きもしましょう。 

    

労災保険と自賠責保険の調整があります。また、任意保険も同様です。 
どちらに請求するといいのかは、ケースバイケースです。 

補償 労災保険 自賠責保険（上限あり） 

療養を 
受けた時 

100％補償 
ただし、200円は自己負担 

100％補償 

休んだ時 
労働できない日の４日目から 
休業１日につき平均賃金の60/100 

休んで１日目から 
実費（上限19,000円） 

障害が
残った時 

（障害の状態により） 
年金・一時金 

（障害の状態により） 
一時金（逸失利益・慰謝料） 

死亡した
時 

（遺族に応じて） 年金・一時金 
葬祭料 

葬祭費・逸失利益 
被害者本人の慰謝料・遺族の慰謝料 

■■労災保険？ 自賠責保険？■■ 

 労災保険と自賠責保険の補償の内容は下記のようになります。   

上限
120万 

上限
3,000万 



４月から入社する新入社員。今どきの新入社員はどのような気持ちで仕事に臨んでいるのでしょうか。 
公益財団法人日本生産性本部が発表した「２０１２年度 新入社員 秋の意識調査」に興味深い結果が 
ありましたのでご紹介します。 

 知っ得情報 今どき新入社員の気持ち！ 

   

 
 
この背景には、 
１．採用のミスマッチ 
２．入社後の教育・受け入れ体制 
３．上司とのコミュニケーション 
に大きな課題が見えます。 

☎０７７６（５８）２４７０ 
北出経営労務事務所 

担当：北出まで 
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※ 当社では、３月に「考える社員をつくる、ビジネスマナーを習得する、 
  社会の厳しさを知る」内容で２０１３年新入社員研修を開催します。 
  ぜひご利用くださいませ。 
   http://kkr-group.com/seminar/2013sinnyuusyain.html 

■■今の会社に一生勤めようと思っている回答が半減！■■ 
  春には希望に溢れて入社してきた新入社員ですが、半年で大きく意識は変化するようです。  

 春の調査では６０．１％も見られた「今の会社に一生勤めようと思っている」という回答が、 
 今回の秋の調査では３０．６％と半減。２９．５ポイントの減少幅は１９９７年以来過去 
 最大です。 
 

今の会社に 
一生勤めようと

思っている 

きっかけ・チャ
ンスがあれば 

転職してもよい 

現在、 
ぜひ転職したい 

わからない 
いずれでもない 

２０１２年春 60.1％ 26.6％ 0.3 ％ 13.0％ 

２０１２年秋 30.6％ 42.3％ 4.5％ 22.6％ 

【今の会社に一生勤めようと思っている理由】 
◆仕事内容・環境について 
 ・仕事内容、環境に満足しており、描いたライフプランを送ることができそう 
 ・給料がよいから 
 ・せっかく身につけた専門知識を無駄にしたくないから 
 ・福利厚生が整っているので結婚後も続けられる環境であると思うから 
 ・転職よりも同じ職場の様々な部署で経験を重ねていきたいと今は感じるから 
 ・一つの仕事を続けることが出来なければ、どこへ行っても同じだと思うから 
 ・しっかり考えて選んだ会社をやめようとは思わないから 
◆人間関係について 
 ・新しい人間関係を築くのが面倒臭いから 
 ・入社にあたって多くの方に支援していただいたため、その方達への恩返し 
  と考えているから 
 ・先輩や上司の方が優しく働きやすいから 
 ・先輩が多くいるので、その人達には負けられない、目指す人がいる！！から 
 ・教育担当の先輩が熱心に指導してくださるので、頑張らなければならないと 
  感じているから 
◆就職活動について 
 ・転職でいい結果が得られるとは思えないから 
 ・無職の間が怖いから 
 ・就職活動をしたくないから 
 

 
 
 

【「きっかけ、チャンスがあれば転職しても構わない」 
 「現在、ぜひ転職したい」理由】 
◆仕事内容・環境について 
 ・今現在で退職するまで今の仕事を続けて行ける自信がないから 
 ・現在の仕事に楽しさややりがいをあまり感じないから 
 ・給料の額に不満がある、且つもっと専門的な知識を生かす場があると思う 
 ・地元に戻りたいから 
 ・他に良い条件の会社があれば、そちらのほうがよい生活(身体的・精神的に) 
  が送れると思うから 
 ・年功序列が崩壊した今、一つの会社に勤め続ける意味がないから 
◆キャリア・自己実現について 
 ・長い人生後悔したくないので、その時々に判断しそれが最善の決断ならば 
  転職もありだと思うから 
 ・基本は一つの会社勤めだが、チャレンジすることも人生には大切だから 
 ・自分には叶えたい夢があって、今の仕事は手段にしかすぎないから 
 ・まだ時間があるので、やりたい事をもう一度見つめ直し、その事に努力する 
  事が出来るから 
 ・人生プランの理想がそうだから(今の会社では達成できないと思う) 
 ・自分の視野(世界)を広げ、キャリア(スキル)アップに役立てたいから 
 
 
 

会社の環境によって大きく変わる新入
社員の気質。より働きやすい環境を作
るのは会社の大事な役目です。必要な
環境整備を進めましょう。 

http://kkr-group.com/seminar/2013sinnyuusyain.html
http://kkr-group.com/seminar/2013sinnyuusyain.html
http://kkr-group.com/seminar/2013sinnyuusyain.html


恵方巻き 
なぜ、節分に巻ずしを食べるようになったのでしょうか？ 
「巻く」は「福を巻き込む」、「切らずに食べる」ことから「縁を切ら
ない」という意味が込められているという説が有力です。また、巻ずし
の形を鬼の金棒にみたて、鬼の金棒を食べて鬼退治をするという意味も
あるようです。一種の縁起かつぎですが、無言でお願い事をしながら、
巻ずしを丸かぶりするのも楽しいものですね。ちなみに今年の恵方は 
南南東です。 

２月の 
おしらせ 

所得税の  
確定申告  
受付開始 

2013年 
新入社員研修 

◆開催要項◆ 
日時：２０１３年３月２８日（木）・２９日（金） ９：３０～１７：００ 
会場：福井県自治会館 ２０２・２０３号室 
   （福井市西開発４丁目２０２番地１ バードグリーンホテル横） 
講師：北出経営労務事務所 代表 北出慎吾 
費用：お一人様２１，０００円（税込。テキスト代含む。） 
対象：新入社員の方、入社２年目ぐらいまでの方 
定員：３０名 

 
２月１６日より確定申告の受付が開始されます。 
期限は３月１５日（金）です。 
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20代の頃はスキーに行っても1日20回ぐらいリフトに乗り、ガンガン
滑っていましたが、先日息子とスキーに行ったらリフト4回ぐらいで
「もういいかな」と思っちゃいました。そして休憩(笑)。コースが長い
ということもあったのですが、あの勢いはいずこに～（汗） 
それでも次の日にはちゃんと筋肉痛がきて一安心！（←何が） 
いまだに豪快に転ぶこともあるので、筋肉痛とは違う首の痛みも発生
しています(笑) 
 

所
長
・ 
北
出
慎
吾 

  
高
間
亜
希 

  
佐
藤
早
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代 

  
橋
本
友
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今年は雪が少ないですね(^^) なんて、油断していると道路が凍結して
いることも(゜o゜) 気を付けて車の運転をしないといけないですね。
でも皆さん、車の運転だけではないですよ！油断していると歩いてい
る時にスッテンコロリン(@_@)… 実は…私…、２年前、歩いていて
滑って顔面から転びました(T_T) 手と膝にケガ、さらにメガネを掛け
ているのでメガネで額を切ってスプラッタ。幸い傷は残りませんでし
たが…しばらく病院通いでした。皆さんもお気をつけて(@^^)/~~~ 
 

今更ですが、今年の目標の一つが「ホームビデオの整理をすること」
実は、いらない部分を削除したら量が半分ぐらいになるのでは？と
思っています。なんせ出番だと思って撮り始めたのに、一向にはじま
らないなんてこともざらなので…(^_^;) 
アルバム（写真）は定期的に追加しているのに、ビデオは撮りっぱな
しなんです(+_+) きっと秘蔵映像がたくさんあるはず!? 
ざっと10年分はたまったビデオ、今年こそは整理したいと思います。 

今年の冬はヘルニアを発症しませんでした(*^_^*)去年は、年末に立て
なくなり病院のお世話になったので、今年もまたやってくるのではな
いかとビクビクしていましたが、気がつけばもう２月。今年の冬は乗
り越えられそうな予感！これも、バランスボールのおかげかも(*^_^*)
めんどくさがりなので、きちんとしたエクササイズ的なものはせず、
座る代わりにバランスボールの上で跳ねてただけでしたが、意外と色
んな筋肉を使っている実感はありました(*^_^*)効果あったかも？！ 

まめ知識 

 

http://kkr-group.com/seminar/2013sinnyuusyain.html 

詳細、お申し込みは 

残席１５席
あります。 
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http://kkr-group.com/seminar/2013sinnyuusyain.html
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