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今月のことば●負けない備えを優先せよ
負けない備えは自ら率先してできる。負ける理由は社内にあり。
外部要因はきっかけにすぎない。

長く厳しい冬がやっと終わり、心躍る春がやってきました。
春と言えば・・・みなさんは何を思い浮かべますか？
私は、やっぱり桜です。桜並木を見ると、心が癒されます。
満開に咲いているのもいいのですが、花びらが散る様も
すてきです。
今年はどこにお花見に行こうか、ワクワクします。

さて、４月は何かと慌ただしい季節ではあります。新入社
員の方が入社された事業所様も多いのではないでしょうか。
そんな私も、入社してまだ１ヶ月半の新人です・・・。
初めての業務に慣れないことも多く、あたふたする日々ですが、
皆様のご指導のもと精進して参りたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いします。 （小林）

－まず、御社のお仕事内容を教えてください。
老眼鏡に焦点をあて、デザイン設計から部品の手配などの企画・製造、完成
品の販売に至るまで全てを自社で行っています。消費者に直接販売すること
にこだわりつつ、小売店への卸しも行っています。

グッドデザイン賞受賞！！

今回は鯖江市丸山町にある株式会社西村プレシジョンの西村昭宏様にお話をお伺いしました。2013年に
グッドデザイン賞を受賞され、機能的でオシャレ！とネット上での評判も高い、薄さ２mmの老眼鏡「ペー
パーグラス」を一度は目にされたことがあるはずです。西村社長の熱い信念について語っていただきました。

お問い合わせは 株式会社西村プレシジョンまで
〒９１６－００１９ 鯖江市丸山町３丁目４番１９号
ＴＥＬ：０７７８－５１－０１２７ ＦＡＸ：０７７８－５１－７２５１

ＨＰはこちら http://www.paperglass.jp/

－今、一番力を入れていることはどんな事ですか？
ペーパーグラスを世界一の老眼鏡ブランドに育て上げることで鯖江の未来に貢献したいと考えています。鯖江はもともと世界
を狙える土台がありますし、先進国はますます高齢化になり成長産業であることは確実です。今や、いいモノを作れば売れる
という時代ではないので、もっと付加価値の高いものを提供していく必要がありますね。

－将来のビジョンについて教えてください。
当初から「世界一の老眼鏡ブランドを作る」というビジョンを持っています。
世界一になるためにも、まずは地域に愛されるブランドでないといけない。そ
の想いから福井県内に直営店第１号店をオープンしました。今後東京に第２号
店をオープンさせる予定です。多様化するライフスタイルに合わせた売り場の
提供をしていき、今よりもっと販売力を身につけていきたいですね。

－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ください。
老眼鏡をかけることに対してマイナスのイメージを持っている方も多い中、買いに来られた方が老眼鏡を喜んで手に取られ
たり、買う行為を楽しんでいただけているのが一番嬉しいですね。薄くて持ち運びに便利で、見た目にもオシャレな老眼鏡
を提供することで、不便や不満といったマイナスイメージを払拭していただくことが、我々の存在価値だと考えています。

代表取締役
西村 昭宏 様
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薄さ２mmの老眼鏡
「ペーパーグラス」は、

プレゼントに最適！！
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労働者の数が増える＝果たすべき義務が増えることを十分に理解し、社内体制を整備しましょう。より
詳しい詳細につきましては北出経営労務事務所まで(^○^)／
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■■50人以上の事業所が対象となるもの■■

会社にとって労働者が増えるのは大変嬉しいことですが、その反面、思うように目が行き
届かず、業務上の事故発生リスクが高まる可能性があります。そのような観点から、労働者
が50人以上になった場合には法律で、会社としての安全管理や組織体制を整備することが求
められています。最近話題の「ストレスチェック」もその一つです。早速見ていきましょう。

業績もアップし、労働者も50人を超えました。労働
者の数が50人を超えると法律上、色々とやらなけれ
ばならないことがあると聞きました。その内容を具体
的に教えて下さい。

事業所の義務 内容

ストレスチェックの実施
平成27年12月から、毎年1回の実施を義務化。平成28
年4月1日以降に、労働基準監督署への報告書提出が必要。

産業医の選任

健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保
持するための措置を行う。選任すべき事由が発生した日
から14日以内に、労働基準監督署に届出なければならな
い。

定期健康診断の報告
健康診断の実施後、遅滞なく労働基準監督署への報告書
提出が必要。

特定業務従事者の健康診断の報告
深夜業を含む業務等、労働安全衛生規則第13条第1項第
2号に掲げる業務に従事する労働者が対象。健康診断の
実施後、遅滞なく労働基準監督署への報告書提出が必要。

衛生管理者の選任
職場において労働者の健康障害を防止するための措置を
行う。選任すべき事由が発生した日から14日以内に、労
働基準監督署に届出なければならない。

衛生委員会の設置・開催
衛生に関する規程の作成等、調査審議を行う。毎月1回
以上開催すること。

安全管理者の選任

建設業、製造業、電気業等、特定の業種において設置が
必要。職場内での作業の安全についての教育及び訓練等
を行う。選任すべき事由が発生した日から14日以内に、
労働基準監督署に届出なければならない。

安全委員会の設置・開催
林業、鉱業、建設業等、特定の業種において設置が必要。
安全に関する規程の作成等、調査審議を行う。毎月1回
以上開催すること。

■■50人以上の事業者が対象となるもの■■

障害者の雇用義務
身体障害者又は知的障害者を１人以上雇用しなければな
らない。民間企業の法定雇用率は2.0%で、短時間労働
者については0.5人としてカウントする。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。

※事業所・・・事務所名や営業所名をさす（本社、○○支店等）

※事業者・・・会社名・個人事業主ならその氏名又は屋号等をさす（株式会社〇〇等）



知っ得情報 最新法改正情報！！
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毎年恒例の法改正情報です。法改正ばっかりでイヤッ！(ＴｍＴ)ｳｩｩ･･･ という声も聞こえてきそうですが、

法改正は細かい点も含めて大事なことですので、ぜひチェックしてください。すべての事業所に関係する
ものや従業員数に応じて該当するものなどがありますのでご注意ください。

法改正は時代の変化に合わせて、めまぐるしく改定され
ます。法改正に合わせて就業規則等への反映も必要とな
りますので、この機会に就業規則の見直しもぜひ行って
下さい。法規制などはまた随時、発信していきます。
メルマガや当社HP等をご確認ください。

☎0776(58)2470
北出経営労務事務所

担当：北出まで

ご不明な点は…

項目 内容 時期

健康保険
健康保険料等の改定

・健康保険料率の変更（福井県は変更なし）
・健康保険料の標準報酬月額の上限の引き上げ
・標準賞与額の上限引き上げ
・傷病手当金、出産手当金の計算方法の変更

※支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給

平成2８年3月分給与より
平成2８年4月年４月より
（詳細は次ページ）

雇用保険
マイナンバーの記載

次の提出書類にはマイナンバーの記載が必要
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢者雇用継続給付受給資格確認表（初回）

高年齢者雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付受給資格確認表（初回）

育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書

平成２８年１月より

労働安全衛生法
リスクアセスメント

一定の有害性のある化学物質（640物質）について
１．事業場におけるリスクアセスメントの義務
２．譲渡提供時に容器などへのラベル表示の義務
※業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の
製造・取扱いを行うすべての事業所が対象
※リスクアセスメント・・・労働者への危険、健康障害の
程度を見積り、リスクの低減策を検討すること
詳細はこちら
対象は安全データシート（SDS）の交付義務の640物質
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

平成28年6月1日より

障害者雇用促進法
障害者雇用納付

・障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務
募集、採用、賃金の決定、教育訓練など

・相談体制、苦情処理、紛争解決の援助
・障害者雇用納付金の申告（平成28年5月16日まで）

常時雇用する労働者100人以上の事業主
法定雇用率2.0％を下回っている→納付が必要

平成28年4月より

若者雇用促進法

青少年の雇用の促進などを図る目的で次のことが決定
１．事業主による職場情報の提供の義務化
２．労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの

新卒者向け求人の不受理
３．優良な中小企業の認定制度の創設

平成28年3月1日より

※平成27年10月1日施行

女性活躍推進法

労働者３０１人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた
行動計画の策定などが新たに義務
１．自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、
２．課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を

盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、
３．自社の女性の活躍に関する情報の公表

平成28年4月1日より

社会保険
短時間労働者への適用

拡大

常時労働者50１人以上の企業で次の要件を満たす人は社会
保険の加入の対象
１．1週間の所定労働時間が20時間以上
２．賃金の月額88,000円（年収106万円）以上
３．勤務期間が1年以上見込まれること
４．学生でないこと

平成28年10月より

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx


実用書や参考書を活用する事はあっても、それ以外の本を読む機会が
ほとんどない高間が紹介するおすすめ本は・・・！！
絵本『ノンタンシリーズ』です(笑)これは毎日読んでいます(๑´ㅂ`๑)ﾌﾌ
読んでいるというよりも読まされています(๑¯ ³¯๑)大人の皆さまはす

ごく懐かしく思うんではないでしょうか(*´艸`*)私も懐かしくて読ん
でとせがむ子供の横で思わず黙読しちゃいました！ストーリー性はさ
ておき擬音が多いので、２歳前後のお子様には非常におすすめです♪
けっこう大人しく最後まで聞いてくれます(๑•᎑•๑)♬*

高間おすすめ本
『ノンタンシリーズ』
作・絵 キヨノサチコ

（偕成社）
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4月の
お仕事

カレンダー

◆30日 1月～3月の労働者死傷病報告（休業4日未満）の提出期限です。 提出先：労働基準監督署

◆雇用保険料率の引き下げ（平成28年4月から）
【改定前】 労働者負担 事業主負担 雇用保険料率 【改定後】 労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000 一般の事業 4/1000 7.0/1000 11.0/1000
農林水産業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000 農林水産業 5/1000 8.0/1000 13.0/1000
建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000 建設の事業 5/1000 9.0/1000 14.0/1000

◆健康保険の標準報酬月額上限の引き上げ（平成28年4月から）
【改定前】 【改定後】

月額等級 標準報酬月額 報酬月額 月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円 第47級 1,210,000円 1,175,000円以上 1,235,000円未満

第48級 1,270,000円 1,235,000円以上 1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上 1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

◆累計標準賞与額上限の引き上げ（平成28年4月から）
【改定前】 【改定後】
5,400,000円 5,730,000円

雑学
LABO

おすすめ本紹介！！

暖かくなったり寒くなったりと気候が安定しない今日この頃。冬眠している動物たちが「昨日急に暖

かくなったから春が来たと思って地上に出たのに、今日真冬並みに寒いやん……グフゥ(死亡)」という

事態にならないのか心配な山口です(+_+)アニメ日本昔話の「にんげんっていいな」という曲がありま

すが、あの歌詞は動物たちの人間に対する一番リアルな羨望歌だなぁと最近思いました(^ ^;)

天才画家ダリ、理論物理学者アインシュタインが実践していた特別な昼寝
20世紀を代表する多彩なスペインの画家サルバドール・ダリは面白い昼寝方法を実践していました。

彼は眠くなるとソファに横になり、金属の鍵を親指と人差し指の間に握って眠ったといいます。ダリ

が深い眠りに入ると鍵は手から離れて床に置いてある金属のプレートの上に落ち、「ガラン！」と大きな

音を立てます。その音でダリは目を覚ますという仕組みです。

ダリはこの昼寝を「よみがえり、生き返り、復活」と称し、創作で疲れた頭をリフレッシュすると同時

に、浅い睡眠（レム睡眠）で夢を見ることによってインスピレーションを得るのにも役立てていたといいます。この「鍵の昼

寝」はダリのみならず、当時の画家たちや理論物理学者のアルベルト・アインシュタインも実践していたというから驚きです。

このように瞬間的昼寝は、疲労回復というよりは新しい発想やクリエイティブなアイデアを考える必要がある時に有効です。

是非、試してみてはいかがでしょうか。

ブログでも毎回書いているので、ご存知の方もいらっしゃると思います
が、私、ちょっぴりONEPIECEおたくです。3億2000万部も発行されて
いるので、知らない人のほうが少ないかも知れませんね。♪(^-^ ) ♪
そこで私が紹介するのは、尾田先生が下積み時代に書いた5つの短編を集
めた『WANTED』 タイトルにもなっているWANTEDは手塚賞の準入選
を取って、漫画の道を決定付けたガンマンを描いた作品です。
また、←の表紙の中央からもみてとれますが、ONEPIECEの先がけとなっ
たROMANCE DAWNも掲載されています。ONEPIECEの魅力の一つに、
童話や歴史・他の作者のオマージュがふんだんに散りばめられていること
がありますが、自身が描いたこの『WANTED』からも数々のキャラやス
トーリーが引用されています。元の作品を知っているのとそうでないので
は、ワクワク感が大きくちがいますので、是非！！！！

前川おすすめ本
『WANTED』
著者：尾田栄一郎
（集英社）

言葉のリズムもよく、本を読んでいるというよりも歌
を歌っているような感覚です♪ここらへんが難しい事
は分からない幼児を引き付けるノンタンの魅力なのか
もしれません(*^_^*)


