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〇火種人材が組織を活性化する○
私たちのまわりには、ごく僅かだが「火種のような人」が
いる。その人のそばにいると、火花がふりかかり、熱気が
伝わってくる。実は職場や仕事をグイグイ引っ張っている
のはそんな人だ（土光敏夫氏）

＊今月のことば＊

≪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・ベンチャー企業を元気にする」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690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/

inすかっとランド九頭竜

申込期限：9月5日（水）

内定者合同
合宿研修 2018

＜日時＞ 201８年９月2０日(木)13：00 ～ 2１日(金)16：00まで

＜会場＞ すかっとランド九頭竜 （福井市天菅生町3-10）
＜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５回目となる内定者合同合宿研修201８の開催が決定
致しました。学生の就職活動は依然として超売り手市場の状況が続いています。会社はやっとの
思いで内定を出しても、自社の魅力が十分に伝えきれず、結果内定辞退をされてしまうケースが
非常に多いです。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！

内定を出された会社様！ぜひこちらからお申込みください

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

本研修に参加する最大のメリットは“内定辞退の防止”です
自社の内定者と協力して他社の内定者と競争したりグループワークをすることで結束力を
強め、内定辞退の防止に繋げます！！

他にもこんなことでお悩みの会社様、必見です！！

★内定フォローが上手くできていない
★自社のことをもっと知ってもらいたい
★自社への入社を確実なものにしたい

研修内容の詳細は事務所
ニュース同封のチラシを
ご覧ください

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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管理監督者って？！
“管理監督者”という言葉、みなさん一度は
耳にしたことがあるのではないでしょうか？？
管理職の事でしょ？と思われたかもしれませんが
管理職＝管理監督者ではないケースもありますので
管理監督者について改めて確認していきましょう！！

経営者と一体的な立場で仕事をしている
管理監督者も労働者であることには変わりありません
が、経営者的な立場から仕事をする為、管理監督、指
揮命令にかかる一定の権限を委ねられている必要があ
ります。従業員の採用や解雇、シフトなどを自らの裁
量で決定する事ができたり、経営方針に関する意思決
定に関与できるなど、一般の従業員では通常行わない
重要な職務を行っている必要があります。
採用面接はするが、入社の決定に関してはその権限が
ないなどの場合は、自らの裁量で決定する事ができる
とは言えません。

その地位にふさわしい待遇がなされている
管理監督者は職務の重要性から、地位、給与、その他
の待遇において、一般の従業員と比較して相応の待遇
がなされている必要があります。1年間に支払われた賃
金の総額が、一般の従業員の賃金総額と同程度以下で
ある場合などは、ふさわしい待遇がなされているとは
言えません。また、実際の労働時間を勘案した場合に、
役職手当などの優遇措置が十分であるかどうかという
点も重要です。割増賃金の規定が適用除外になる事を
考慮しても十分であると言えるような給与や手当が支
給されている必要があります。

～管理監督者の判断要素～

管理監督者と判断する
明確な基準はあるの？？

管理監督者はどれだけでも
残業をしていいの？？

この基準を満たせば管理監督者であると
明言できる判断基準はありません。組織
や職制は企業によって違うので一律で判
断する事は難しく個々のケースによって

判断されます。自社の一般的な程度から見て、管理
監督者の職務や待遇は妥当かどうか検討する事が大
切です。

その地位にふさわしい
待遇がなされている

出退勤に関して厳格な
制限を受けていない

経営者と一体的な
立場で仕事をしている

管理監督者

出退勤に関して厳格な制限を受けていない
管理監督者は、時間に関係なく判断や対応を求められ
ることがあり、また労務管理においても一般の従業員
と異なる立場に立つ必要があります。管理監督者とし
て勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁
量に任されていることが必要です。欠勤や遅刻をする
と給与や賞与が減額されるような場合は、出退勤に関
して自らの裁量があるとは言えません。
しかし、管理監督者であっても深夜の残業に関しては
残業代を支給する必要がありますし、長時間労働によ
る健康障害を防ぐ為にも勤怠の状況を把握しておく事
は大切です。

働き方改革が叫ばれる中、一般の従業員の残
業削減を進める企業はたくさんありますが、
その一方で管理監督者への負担増大が問題
となっています。

管理監督者には労働時間や休日労働の上限規制はあり
ませんが、過重労働への配慮が必要です。無制限の長
時間労働によって健康障害や過労死が発生した場合は、
企業の責任が問われます。

医療法人徳洲会事件(大阪地裁判決 昭和62年3月31日)
～時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否を巡って争った事件～
・本部の人事第二課長として看護師の募集業務において本部や各病院の人事関係職
員を指揮命令する権限を与えられ、看護師の採否の決定、配置等労務管理におい
て経営者と一体的な立場にあった。

・タイムカードを刻印していたが、実際の労働時間は自由裁量に任されていた。
・時間外手当の代わりに責任手当、特別調整手当が支給されていた。

管理監督者として
認められた判例
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国会会期延期！？
働き方改革関連法案のうち
今、おさえておくべき法案って
なんですか？

さて、6月20日に会期末を迎えた通常国会について、１か月会期を延長することが先日発表されました。今、弊所からご案内したい皆様にかかわる法案とい
えば・・・そうです！働き方改革関連法案～(^^)/今期議案は、働き方改革に係る基本的な考え方を『労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を
選択できる社会を実現する働き方改革である』 と明らかにし、総合的かつ継続的に推進するために、８つの関連法案を骨子とした法律の改正を行う法案。
8つの関連法案の中でも、労働時間に関する制度見直しは、中小企業の皆様に直結するお話ばかり( ﾟДﾟ)！！！国会成立が7月22日まで１か月延長
となりましたが、各々の施行時期は変わらないはず・・・意外と施行期日まで時間がありません(; ･`д･´)、議案成立と同時にスタートダッシュがきれるようにま
ずは労働時間に関する法案ポイントをおさらいしましょう!(^^)!

■労働時間に関する制度の見直し

時間外労働の
上限規制導入 ■原則

＊月45時間、年360時間
（1年単位の変形労働時間制 月42時間、年320時間）

■臨時的な特別な事情がある場合（特別条項）

＊年間労働時間上限なし
＊月労働上限なし
＊原則を超えての延長、年6回まで可

■原則
＊月45時間、年360時間
（1年単位の変形労働時間制 月42時間、年320時間）

■臨時的な特別な事情がある場合（特別条項）

＊年720時間
＊原則を超えての延長、年6回まで可
＊月労働制限を設ける
→単月100時間未満 （休日労働含む）
→複数月平均80時間（休日労働含む）

現 行 法律改正（予定）

月60時間超
時間外労働の
割増賃金
猶予措置廃止

■中小企業の猶予措置の廃止
＊月60時間を超え
時間外労働割増賃金率→5割以上へ

■中小企業のみ次の猶予措置を設ける
＊月60時間を超え
時間外労働割増賃金率→2割5分以上

中小企業
施行時期
2020年4月
（大企業2019年4月）

中小企業
施行時期
2023年4月

※適用猶予（施行5年後）／自動車運転業務、建設業務、医師 等
※除 外／建設業務のうち、災害時における復旧・復興事業

新技術・新商品等の研究開発業務 等

年次有給休暇
の確実な取得

■10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
毎年５日以上の年次有給休暇を時季を指定して与える

（労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要なし）

労働時間状況
把握の実効性
確保

■労働時間の状況を省令で定める方法（使用者の現認や客観的な方法による把握を
原則とすることを定める）により把握すること。 施行時期

2019年4月

■多様で柔軟な働き方の実現

フレックスタイム
制の見直し ■清算期間 上限１か月

■清算期間 上限3か月
※１か月以上の生産期間を設ける場合は、

労使協定を監督署へ提出必要あり

高度プロフェッ
ショナル制度の
創設

施行時期
2019年4月

■特定高度専門業務の成果型労働制の創設
職務の範囲が明確で一定の年収（少なくとも1,000万円以上）を有する労働者が、高度の専門的
知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間１０４日の休日を確実に取得させること等の健
康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割
増賃金等の規定を適用除外とする。

■勤務間インターバル制度の普及促進

勤務間インター
バル制度普及
促進

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
施行時期
2019年4月

施行時期
2019年4月

Q：法律改正を反映した36協定はいつから対応するの？
A：中小企業の場合は、平成32年4月1日以後の期間を定め
ている協定について適用されるため、平成32年3月31日を含む
期間を定めている協定については、従前のままでも構いません。

Q：法律改正を反映した有給取得はいつから？
A：4月1日以外が基準日の場合は、法律施行
日以後の最初の基準日の前日までは、従前の
ままで構いません。

施行時期
2019年4月

※施行時期は、法案成立してから本決定となりますので、変更する可能性もあります。

※

※

※

※

※

※

※
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＊今月のお知らせ＊
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今回、食レポをさせていただくのは私、外食という外食
は滅多にしない水野がお届けします。
もう、どうせなら！ということで、この機会に一回行っ
てみたかったところに行ってきました！
今回行ってきたお店の近くには“ホタルの名所”があり、
そこにも行ってきました！
場所は永平寺町立吉野小学校近くの“ホタルの里”です。
自然に食！今、永平寺がアツいです( *´艸｀)

今回紹介するのはコチラ
永平寺「天膳」さんの
“熟成かつ定食”です！

【前から行ってみたかった！】
皆さん、永平寺に本店を構える「天膳」さんはご存知ですか？有名人も来たことがあるほど有名で、私が行った時間も何とか座れたという感じ
で、凄く店内は賑わっていました。このお店を知ったきっかけは、もう半年ほど前にプライベートでお店の横を通った時に、駐車場が満車状態
の状況を見て、その時は、「へー。こんなところにかつ定食屋なんてあるんだ～。」という感じでした。しかし、仕事で約1ヶ月後にお店の横
を通ったところ、観光バスが停まっており、たくさんの方がお店に入っていく状況でした。常に、満車状態の店舗、観光で来るほど有名なの？
ということで、1度は行ってみたかったところです！
今回、こういう機会をいただいてようやく念願が叶いました！皆さんにぜひ知ってほしい名店です☆彡

【熟成かつ定食。絶品でした！！】
頼んだのは、「熟成かつ定食」。お店に行ったのが、土曜日の夜7時ごろということもあり、店内は賑わっていました。
家族総出で行った私達は、予約していないにも関わらず、「こちらへどうぞ～！」と言って、中2階の半個室に誘導し
ていただき、子供がいる私にとっては正に“神対応”でした(笑)

では、肝心の食レポはというと、「でかい！」「うまい！」「早い！」
この3拍子でした。まず、お肉！サックサクの衣にジューシーなお肉・・・うますぎです。グラム数は好みで選べるん
ですが、肉の厚みも結構あり、ボリューム満点でした。そして、サラダ。定食に付け合わせのサラダだけでは足りない
かな、と思いきやいざ来てみるとなかなかの量！しかもご飯、サラダお替わり自由！写真にもある卵は、途中でたれに
加えることにより2種類の味が楽しめます。個人的には卵ありの方がまろやかになって、大好きでした。注文してから
商品が届くまでの時間も、混んでいた割にはさっと出てきて、子供達が飽きてこないレベルの待ち時間でＧｏｏｄでし
た☆彡
熟成かつ定食以外にも、「純鶏かつ丼」や「岩塩ヒレカツ定食」など、名前を聞いただけでも、食べたくなってくるも
のばかり。次回は何食べようかな～(#^^#)

定員さんの対応も丁寧でしたし、家族みんな大満足☆彡
さあ、帰ろうかとなった時に店員さんからサプライズ☆彡
「どうぞ～。」と言われ、もらったのは、何やらコイン・・・(?_?)
「お子さんにガチャガチャしてあげてください。」と言われ、レジの横にあったガチャガチャを回すためのコインを人
数分くれたのです！
もちろん子供も大喜び。テンションが上がりすぎた子供たちは、店内で騒ぎまくり、定員さんは笑っていました
(;´∀｀)
いや、ほんと！皆さんにもぜひおススメの「天膳」さん、ご飯がおいしいのはもちろんのこと、定員さんの対応にも感
謝した1日でしたm(__)m よろしければ1度行ってみてくださいね～(*^▽^*)

労働保険
年度更新

年度更新は７月１０日（火）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。

社会保険
算定基礎届

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（火）です。

平成30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（火）です。

健康保険
被扶養者状況
リストの提出

高年齢及び障害
者雇用状況報告

高年齢→従業員30人以上規模の事業所
障害者→従業員45.5人以上規模の事業所
毎年6月1日現在の雇用状況を、本社を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）に
報告して下さい。提出期限は7月17日（火）です。

報告の対象となる会社


