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　鹿児島県の各地に太鼓踊りは存在するが、中でも姶良市のそれは多くの保存会があ
り、地区ごとに伝統芸能を保存伝承している。
　太鼓踊りの由来については、島津義弘が文禄・慶長の役の凱旋記念に、江戸で流行し
ていた疫病に霊験があったとされた駿河の念仏踊りを、薩摩に持ち帰ったといわれて
いる。それが各地にあった郷土伝統の太鼓踊りと融合し、400年余りの時を経て現在の
形になっていったのであろう。
　太鼓踊りは疫病・災厄・悪霊を祓い、先祖の御霊を鎮魂し、雨乞い・虫追いなど農民の
祈りと願いをも込めて、華麗に勇壮に舞い踊られる。
　人々の素朴な願いは今も昔も変わらない。神社から神社へ、はたまた通りを練り歩
き、また神社へと帰っていく一団は、時の流れの狭間に、忽然と現れた神々の使わしめ
なのかもしれない。
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新年のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。

昨年は、社労士法制定５０周年、ＳＲ発足３０周年、明治維新１５０周年と、ひとつの節目

の年でした。

当鹿児島ＳＲにおいては、２月に九州・沖縄ＳＲ事務担当者交流会を桜島で開催させていた

だきました。九州各地からお集まりいただき、日頃の業務を執り行う上で、大変有意義な意見

交換になりました。

また、４月には年度更新研修、６月通常総会、１０月ＳＲ研修会を、さらに１０月よりの「働

き方改革」マスター実践ゼミナールは、計９回の開催を本年２月まで実施する予定です。１１月

には、チャリティー研修会、ＳＲ講座卒業生大会を兼ねて忘年会を開催させていただきました。

社労士受験講座におきましては、３５名の受講生のうち４名が、晴れて合格されました。

本年は、平成が終了し、新たな時代の幕が開ける年であるとともに、次の目標に向かって、

気持ちを新たにする年であると考えます。「働き方改革」関連法が、本年より順次施行され、｢働き

方改革 ｣元年でもあります。

鹿児島ＳＲ経営労務センターも、発足１３年目になります。人に例えると、小学校を卒業し、

今春から中学校に入学する年です。先輩ＳＲは、３１年目を迎え、組織も盤石でありますが、

我々鹿児島ＳＲは、まだまだ若輩です。今年は、原点に立ち返り、労働保険事務組合としての

円滑な運営を図るとともに、会員の福祉の向上を図ってまいります。

鹿児島ＳＲ経営労務センターは、社労士会員、事業所会員、一人親方会員、皆様のご協力で

今日があります。本年も、素晴らしい年としていけるよう頑張ってまいります。

鹿児島SR経営労務センター
会長　山野 髙廣



2

平成 30 年 10 月 12 日（金）、全国ＳＲ経営労務センター・福祉協会交流会が東京都千代田区
のホテルグランドパレスで開催されました。

鹿児島ＳＲより、会長・副会長・専務理事及び職員１名が出席し「組織の強化拡充について」
「ＳＲ共通システムの構築について」をテーマに活発な意見交換が行われました。会議終了後の懇
親会では、アトラクションも用意されており、他ＳＲとの親睦を深める有意義な会となりました。

第15回全国ＳＲ経営労務センター・
福祉協会交流会開催

平成 30 年 10 月 18 日（木）・19 日（金）の
両日に、（一社）全国労働保険事務組合連合会
主催の労働保険事務組合研修会が開催され、
当センターより 3 名の社労士会員が出席いた
しました。研修会では、労災保険の特別加入
制度や労働保険事務組合関係業務についての
説明があり、日頃の業務内容を再確認する良
い機会になりました。

労働保険事務組合研修会開催

平成 30 年 8 月 9 日（木）、当センター主催
の研修会を鹿児島県市町村自治会館で開催し、
社労士会員及び一般事業所より多数ご参加い
ただきました。

研修内容は以下のとおりです。
①労働者派遣の 2018 年問題の対処法について
　講師　園田　忠文　会員
②労災保険の特別加入制度について
　講師　 辻　孝男　 会員

ＳＲ研修会開催
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鹿児島ＳＲ経営労務センター社会保険労務士講座は、平成 20 年度より開講し、本年で 12 年
目です。この間受講生延べ 380 名、合格者は今回を含め 40 名を輩出しております。

先日 11 月 9 日に、第 50 回社会保険労務士試験の合格者が発表され、平成 30 年度ＳＲ社労士
講座受講生から、元栄吉治さん、比嘉裕一さん、横山剛史さん、村岡正恵さん の 4 名が、合格
されました。

元栄さんは、沖永良部の知名町の方で、鹿児島に赴任していた平成 28 年からＳＲ講座を受講
され、沖永良部に帰られても、通信で勉強をされての合格でした。これからの奄美支部の発展
を支える人材になられる方だと思います。

比嘉さんは、平成 25 年度からの受講です。12 月から 8 月の９か月間、毎日曜日を大雪の日も、
台風の日も、辻先生をはじめとするＳＲ講師陣の講義を 5 年間受けられての、栄冠でした。こ
れから社労士として、受験勉強以上の闘いが始まりますが、さらに困難を乗り越え , 社労士とし
て「違いの分かる」人材になってほしいと思います。

今回合格された 4 名の方全員が、前年の試験、前々年の試験で、基準点に達しなかった等で、
1 点に泣き最高位で不合格になっております。今回は臥薪嘗胆の想いで、毎日曜日の講座での受
講をはじめ、日々研鑽に励まれました。この 1 年は、人生の上でも貴重な経験になると思います。
これを原点に、社労士として活躍されることを期待しております。

平成30年度社労士講座合格者

合格体験を語る
横山剛史さん
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当センター主催の 2019 年度社労士受
験講座が、今年も 11 月より開講いたし
ました。開講に先立ちまして、受験講
座説明会を平成 30 年 10 月 21 日（日）
及び 11 月 25 日（日）に開催し、合わ
せて28名の方にご参加いただきました。

説明会では、労働基準法の模擬授業
や学習の方法、実際に当センターの講
座を受講され、現在社労士として活躍
されているお二方の合格体験談をお話
しいただき、これから社労士を目指す
方の士気が上がるような、充実した説
明会となりました。

社労士受験講座説明会の開催

平成 30 年 11 月 25 日（日）に鹿児島
市で忘年会を開催いたしました。

今年度は社労士受験講座開講、丸 10
年を迎えた節目の年でもあるため、社
労士会員の他、歴代合格者もご招待し、
合計33名の方にご出席いただきました。

ゲーム大会等の余興も行われ、今後
のＳＲの発展を祈念する盛大な会とな
りました。

ＳＲ忘年会の開催

※この保険は、全国社会保険労務士会連合会を契約者とする社会保険労務士賠償責任保険です。詳細は、ご加入後に加入者証とともにお送りい
たします保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。

取扱代理店　　有限会社エス・アール・サービス　☎03 6225 4873
引受保険会社　東京海上日動火災保険株式会社（幹事保険会社）広域法人部法人第二課　☎03 3515 4153

有限会社エス・アール・サービスホームページ　http://www.sr-service.jp/

三井住友海上火災保険株式会社

　　　　　　  2018年12月１日午後４時～ 2019年12月１日午後４時
毎月中途加入可、毎月25日必着、翌日1日補償開始
※25日が土日・祝日の場合、前営業日　※11月1日加入のみ10月10日必着
ご希望の方は取扱代理店までパンフレット、加入依頼書をご請求ください。

保険期間
社会保険労務士賠償責任保険制度  加入のご案内
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特定非営利活動法人 サポートロコペリ 〒899-5241
鹿児島県姶良市加治木町木田5348-134

TEL 0995-73-5565　FAX 0995-73-5065
ホームページ http://www.locopelli.support

会社概要
平成22年9月 設立
平成26年2月 児童発達支援事業所開設
 放課後等デイサービス事業所開設
平成28年11月 放課後等デイサービスを現在地へ移転
平成30年10月 通所支援事業所フレンドロコペリ完成
 児童発達支援事業所を現在地へ移転
職員数　19名

■事業案内① 平成30年10月31日、念願の園舎が完成しました。
　建設計画が持ち上がったのは平成28年6月頃でした。当初は、かごしま材を使った木造施設を念頭に
プラン作りが進んでいましたが、園舎内に天井の高いプレイルームを欲しかったため色々検討した結果、
木造から鉄骨造りに変更しました。結果的には頑丈な園舎になって良かったと思います。
　これまで3か所に分散していた事業所が一体となったことで、利用する子ども達も職員も使い勝手が良
くなり好評です。

■事業案内② 児童発達支援を行っています。
　0歳から5歳の園児を対象に、日常生活における基本動作の指導や知識、技能の習得、集団生活への
適応訓練等を行っています。
　その中から「感覚遊び」を紹介します。

理事長　伊集院麻子

わが社わが社事 業 拝 見所 せっぺ翔べ

新園舎外観

企業理念
・専門性を高め、質の高いサービスの提

供に努める
・子供の「できる」を伸ばす個別支援に

努める
・保護者と地域の連携「共育」の支援に

努める

園舎が完成しました
敷地面積　919.56㎡（約278坪）
延床面積　375.76㎡（約114坪）
建物構造　鉄骨造2階建 1階 児童発達支援
 2階 放課後等デイサービス

療育目標
『生きる力を育む』療育

放課後デイサービスの指導訓練室
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【感覚遊び】
　例えば、手にベチャベチャくっつくのが苦手。半袖のシャツはOKだけど、長
袖はダメ。そんな感覚過敏の子ども達。小学校に上がって、お友達と手を繋げ
ないとか、図工の粘土を使えない、触れない等、いろいろな困ったことに遭遇
するかもしれません。ロコペリでは、その苦手なことを克服するために様々なサ
ポートに取り組んでいます。　  
　今回チャレンジしたのは片栗粉粘土。おうちにある普通の片栗粉です。水を
加える前の粉の状態を触って感触を確かめ、それに少しずつ水を足していっ
て、工程を楽しみます。どんな感じかな?だいじょうぶかな?と子どもたちの様子
を見ながら進めていきます。

【サービス概要】
◇定員：10名　◇対象：0～5歳　◇サービス提供日：月曜日～土曜日
◇サービス提供時間：午前9時～午後12時30分
◇送迎：自宅・保育園・幼稚園への送迎あり

■事業案内③ 放課後等デイサービスを行っています。
　小学生から高校生までの障害のある子どもを対象に、平日の放課後や土曜
日、日曜日、夏休みなどの長期休暇を利用して、生活能力向上のための訓練
や社会との交流促進等を行います。

【マット運動】（低学年）
　マットの上で体を伸ばしたり、そのままくるくる回ったり、膝を抱えて回った
り・・・。狭いマットの上を真っすぐに転がるのはけっこう難しく、特に膝を抱えて回
ることが苦手な子どもが多かったようです。でもみんな、何度も何度も楽しみな
がらチャレンジしました。
　できなくてもあきらめる子はいませんでしたよ！

【スキルアップのための個別支援】
　子ども達の成長に伴い、子どもたちのできることが増えてきたら、もう一つス
テップアップして将来の生活や就労を意識した支援が必要となります。
　そこで、夏休みや土日は調理実習やお買い物訓練、乗り物訓練など、その子どもができること、苦手なこ
とを把握し、将来の自立に向けてどのような支援が必要か、どのような能力を身に付けなければならないか
を見極めた上で、本人の将来の自立生活や就労に結び付くためのスキルアップを行っています。

【サービス概要】
◇定員：10名　◇対象：6～18歳　◇サービス提供日：月曜日～日曜日
◇サービス提供時間：平日/授業終了～午後5時　休校日/午前9時～午後5時
◇送迎：自宅・保育園・幼稚園への送迎あり

当コーナーで、貴社の紹介をしてみませんか？宣伝・自慢大いに結構！
新たな発想、他社とのジョイントのきっかけに利用して頂きたいコーナーです。
興味をお持ちの事業所は、顧問社労士にお問い合わせ下さい。
顧問社労士は、クライアントの発展のために、当コーナーをお薦め下さい。

事業所
募集



7

　平成２９年の労働災害発生状況（厚生労働省発表）によると、労災死亡者数に占める建設業の割

合が依然として高く、また、死亡災害発生状況からは高所からの「墜落・転落」による死亡事故が多

いことがわかりました。

！！ノロウイルスの感染に注意！！ 安全衛生！！墜落・転落事故に注意！！ 安全衛生

□1 作業床の設置
□2 手すり等の設置
□3 安全帯の使用
□4 踏み抜き防止措置
□5 足場からの墜落防止措置

□6 足場の点検の実施 
□7 作業主任者の選任
□8 特別教育の実施
□9 安全衛生教育の実施

＜死亡災害978件の発生状況＞
１　高所からの「墜落・転落」 258件
２　交通事故（道路） 202件
３　機械などによる「はさまれ・巻き込まれ」 140件

　主に冬場に多発し、11月頃から流行がはじまり12～3月にピークを迎えるノロウイルス。

乳幼児から高齢者までの幅広い年齢層に急性胃腸炎を引き起こす、ウイルス性の感染症です。

感染経路 症状

ノロウイルスの特徴

●吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微熱が1～2

日続く。感染しても症状のない場合や、

軽い風邪症状のこともある。

●乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸い込む

ことによる肺炎や窒息にも注意が必要。

＜食品から＞

●感染した人が調理などをして汚染された食品

●ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝など

＜人からの感染＞

●患者のふん便やおう吐物からの二次感染

●家庭や施設内などでの飛沫などによる感染

◎感染力が非常に強い

◎アルコール消毒・乾燥・熱に強い

◎一度かかっても何度も感染する

もし感染したときは

◎抗ウイルス剤はないので、対症療法を行う

◎水分と栄養補給を充分に行う

◎脱水症状がひどい場合は病院で点滴を行うなどの治療が必要

◎下痢止めは使用しない方が望ましい

◎消毒・汚物処理には塩素消毒を

予防について

「手洗い」 「加熱」 「消毒」
ノロウイルスは口からしか感染しないため、食品感染、

飛沫感染、手を口元でぬぐうなどの行為からしか感染

しません。よって、ノロウイルス対策は、汚染された

食品を口にしない、飛沫しやすい環境に身をおかない、

口元をぬぐわないことが鉄則になります。

はしご・脚立等からの墜落・転落防止対策

建設現場では1～9の実施事項を要チェック

　はしご・脚立等からの墜落・転落災害は特に高齢者で多くなっています。はしご・脚立等

からの墜落・転落災害の防止は、はしごと地面の角度が75°となるように、はしごを上方

で固定することが安全使用の基本となります。

　墜落・転落災害を防止するためには、法令に定める措置（上記事項）を講ずるだけでな

く、より安全な作業環境を形成していくことが重要です。厚生労働省では、足場からの墜

落・転落災害の防止のための「より安全な措置」等として、①上さん・幅木などの設置　

②手すり先行工法、及び「働きやすい安心感のある足場」の採用　③足場等の安全点検の

確実な実施　を推奨しています。　　

労災死亡者数 978人 ２ 製造業 160人

１ 建設業 323人

３ 陸上貨物運送事業 137人

潜伏期間は
1～2日
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　2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されます。

＜長時間労働の是正・柔軟な働き方がしやすい環境整備＞

◎働きすぎて病気になることはあってはいけない（過労死等ゼロ）

◎子育て、介護などの事情に応じ柔軟に働ける

◎心身の健康の不調を見逃さない

＜雇用形態に関わらない公正な待遇の確保＞

◎正社員との不合理な待遇差の解消

◎待遇差の理由をオープンにする

◎裁判外紛争解決手続を整備し紛争の解決を促進

改正事項 大企業

2020年4月1日

2020年4月1日派遣労働者

中小企業

法施行期日

パートタイム労働者
有期雇用労働者

2021年4月1日

2019年4月1日

改正事項 大企業

2019年4月1日 2020年4月1日時間外労働の上限規制

2023年4月1日中小企業の割増賃金猶予廃止

中小企業

法施行期日

＊次ページ参照

年休5日義務＊
高度プロフェッショナル制度
労働時間把握　
面接指導強化
インターバル制度　　　など

働き方改革関連法のポイント

長時間労働の是正・柔軟な働き方がしやすい環境整備

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

　2019年4月から全ての企業において、①年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に

対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、②基準日から1年以内の期間に③使用

者が時季を指定して取得させることが必要となりました。ただし、労働者が自ら取得する場合や計

画的付与により取得された日数分については「年5日」から控除できます。これに違反した場合は

30万円以下の罰金が課されます。また、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年

間保存しなければなりません。

年次有給休暇の取得義務化 働き方改革「働き方改革」がはじまります！ 法改正

①対象となる労働者 ～10日付与される労働者とは～

②5日取得させないといけない期間

Ⅰ 入社後6ヶ月以上経過している正社員または

　　　　　　　　　　　　　　　　　週5日出勤のパートタイム労働者

Ⅱ 入社後3年6か月以上経過している週4日出勤のパートタイム労働者

Ⅲ 入社後5年6か月以上経過している週3日出勤のパートタイム労働者
＊Ⅰ→直近半年間／ⅡⅢ→直近1年間　の出勤率が8割以上であることが要件です

　使用者は、労働者を採用して6カ月を経過した日に10日（上記Ⅰの場合）、その後1年

を経過するごとに、勤続年数に応じた日数の有給休暇を与えなければなりません。「基準

日」とは、それぞれの付与日のことです。

　つまり、当年有給付与日～翌年有給付与日までの1年間に

5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。

③取得方法 ～自主的取得？時季指定？計画的付与？～

　有給の取得方法として一番望ましいのは、労働者が自ら取得することです。ただ、その

取得日数が「年5日」に届かないと使用者側からの時季指定が必要になります。その際は、

労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で「○月×日に休んでください」と時季指定

をしなければなりません。計画的付与とは、労使協定を結んで有給休暇を計画的に取得させ

る方法です。この3つの方法で「年5日」取得できる環境づくりを整備する必要があります。

※法定の基準日と異なり、入社日から年次有給休暇を付与する場合や、全社的に基準日を統一する場合は取扱いが
違います。（厚生労働省HPをご参照ください）

例：2018年4月1日入社の場合　　　　基準日：10月1日
 10日付与日：2018年10月1日　　2018年10月1日～2019年9月30日の間に5日
 11日付与日：2019年10月1日　　
 12日付与日：2020年10月1日　　2019年10月1日～2020年9月30日の間に5日
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　鹿児島県の各地に太鼓踊りは存在するが、中でも姶良市のそれは多くの保存会があ
り、地区ごとに伝統芸能を保存伝承している。
　太鼓踊りの由来については、島津義弘が文禄・慶長の役の凱旋記念に、江戸で流行し
ていた疫病に霊験があったとされた駿河の念仏踊りを、薩摩に持ち帰ったといわれて
いる。それが各地にあった郷土伝統の太鼓踊りと融合し、400年余りの時を経て現在の
形になっていったのであろう。
　太鼓踊りは疫病・災厄・悪霊を祓い、先祖の御霊を鎮魂し、雨乞い・虫追いなど農民の
祈りと願いをも込めて、華麗に勇壮に舞い踊られる。
　人々の素朴な願いは今も昔も変わらない。神社から神社へ、はたまた通りを練り歩
き、また神社へと帰っていく一団は、時の流れの狭間に、忽然と現れた神々の使わしめ
なのかもしれない。
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