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鹿児島SR経営労務センター

令和元年度 通常総会開催
令和元年度通常総会が、6 月 18 日（火）に鹿児島サンロイヤルホテルで開催されました。
総会には、鹿児島労働局徴収室長の東博孝氏、( 一社 ) 全国労働保険事務組合連合会鹿児島
支部副会長の石走啓一氏、及び鹿児島県社会保険労務士会会長の鮫島研吾氏の列席のもと、社
労士会員 34 名が出席し、会の運営に関して議論いたしました。
審議の結果、議案第 1 号から第 3 号まで、全ての議案が原案通り承認されました。通常総会
の審議事項は下記の通りです。
第 1 号議案

平成 30 年度事業報告及び一般会計決算報告承認に関する件

第 2 号議案

令和元年度事業計画（案）及び一般会計収入支出予算（案）審議に関する件

第 3 号議案

役員改選に関する件
新役員は以下の通りです。
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「働き方改革」マスター実践ゼミナールの開催
平 成 30 年 10 月 よ り 平 成 31 年 2 月 ま で、
全 9 回にわたり、
「働き方改革」マスター実
践ゼミナールを開催いたしました。
社会保険労務士 58 名及び当センター主催、
社会保険労務士受験講座受講生 15 名の計 73
名が受講いたしました。

【解釈・運用研修】
日

程

10 月 20 日（土）

10 月 27 日（土）

11 月 10 日（土）

11 月 24 日（土）

12 月 1 日（土）

12 月 15 日（土）
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時間外労働の上限規制②
フレックスタイム制・高度プロフェッショナル制度
健康管理時間と勤務間インターバル制度
同一労働同一賃金①
同一労働同一賃金②
働き方改革 8 項目に伴う就業規則の改正①
働き方改革 8 項目に伴う就業規則の改正②
テレワーク（モデル規程と労働法上の留意点）
兼業・副業（モデル規程と労働法上の留意点）
外国人雇用（労働法・社会保険法上の留意点）
両立支援（治療、子育て、介護等と仕事の両立）

【実務研修】
日

程

1 月 19 日（土）

2 月 2 日（土）

テ
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ー
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36 協定について

同一労働同一賃金の最高裁判決を受けて
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退職金制度と企業型確定拠出年金の活用
堀之内

秀太

氏

人が集まる求人募集、採用のひみつ
「キャリアアップ助成金」等の活用方法

2 月 9 日（土）

講

働き方改革の助成金について

増元

正忠

氏

石塚
永田

昭子 氏
めぐみ 氏
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ＳＲチャリティー研修会の開催
平成 30 年 11 月 25 日（日）に「働き方改革に伴う労働基準法等の法改正」をテーマに研修会
を開催しました。当日は、北海道地震・中国、四国地方の豪雨災害への義援金を募るために募金
箱を設置いたしました。

平成 30 年 12 月 12 日に、当センターより寄付をいたしました。
ご協力いただき、有難うございました。
皆様からお預かりした募金額
当センター寄付金
合計
○平成 30 年
○平成 30 年 7 月

74,801 円
25,199 円
100,000 円

北海道胆振東部地震災害義援金へ
豪雨災害義援金へ

50,000 円
50,000 円

建設業の働き方改革セミナー開催
平成 31 年 3 月 28 日、鹿児島市の市町村自治会館にて、建設業の働き方改革セミナーを開催し、
事業所及び社会保険労務士、約 35 名が参加いたしました。
当センターの社労士会員、辻孝男氏より、働き方改革の概要及び留意点等を解説していただき
ました。
セミナー終了後には、社会保険労務士による無料相談会を開催し、自社の労務管理について熱
心にご相談されている様子が見受けられました。

当日のセミナーの様子が、3月30日発行の鹿児島建設新聞に
掲載されましたのでお知らせいたします。

鹿児島建設新聞
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平成31年3月30日

第14374号

TOP I C S

走れ社労士 「鹿児島マラソン」
毎年、事務所の恒例行事であるマラソンに今年は『鹿児島マラソンのファンラン』に参加しまし
た。天候が危ぶまれる中、
スタートしましたが、みんなの日頃の行いが良かったのか最後まで雨も降
らず、走るにはちょうど良い気候でした。ランナーが多すぎて、
スタートは走りにくい所もありまし
たが、
コースはそんなにアップダウンもなく、自分のペースで完走できました。おもてなしも豊富で、
まさに名前の通り楽しみながら走るファンランだなと思いました。走る距離がそんなに長くなかっ
たのもあり、走るに物足りない者もいましたが、みんな楽しみながら走れたので、来年ももちろん参
加予定です！！ 堀之内労務管理事務所一同
健康のために始めたウォーキング。少しずつ距離を伸ばし、
ジョ
ギングするようになり、昨年の第３回鹿児島マラソンで初マラソ
ンに挑戦、初マラソンにしてなんとか完走！そして今年も何とか完
走！タイムはとても公表するほどではありませんが、昨年より４５
分ほど短縮できました。
ゴール手前に妻が手を振って、大応援！少
しだけ誇らしく、
ガッツポーズ！そして、万歳してのゴール！
先日「来年の鹿児島マラソンは３月１日に開催」
と発表されまし
た。
きっと申し込むんだろうなぁ…。当選したらいいなぁ…。
また
走りたいなぁ…。 山口成人（山口社会保険労務士事務所）
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事業所拝見

せっぺ 翔 べ わが社
〒895-2203
鹿児島県薩摩郡さつま町永野5665-5

薩摩びーどろ工芸株式会社
代表取締役

加藤 征男

TEL 0996-58-0141 FAX 0996-58-0246
ホームページ https://www.satuma-vidro.co.jp

企業理念
・
「感動」
を伝えられる作品作りに努める。
・伝統の技術を活かし、
新しいことに挑戦し続ける。
会社概要
平成 6年 1月 設立
平成 7年10月 「ガラス工芸館」完成
平成 9年 3月 鹿児島県伝統的工芸品指定を受ける。
平成17年12月 「JAPANブランド」事業で、
欧州の展示会に出展。
（オーストリア：ウィーン、
ドイツ：ミュンヘン、
イタリア：ミラノ）
平成18年 2月 業界初の「薩摩黒切子」
を発表。
● 従業員数
平成26年11月 薩摩切子初の「薩摩ブラウン」
を発表。
：25名
■会社紹介
鹿児島県伝統的工芸品である
「薩摩切子」
をガラスの生地から製造している数少ない工房の1つです。
薩摩切子の復元に携わった職人が立ち上げた会社で、
復元品を始め、
現代のライフスタイルに合う薩摩
切子の製作にも取り組んでいます。

＜工房見学＞
職人の作業風景を自由に見学することができます。
溶けたガラスから薩摩切子の基になるガラス生地の製作
風景は、県内でも2ヶ所でしか見ることができない貴重な作業
風景を、
間近で見学できます。
◇工房見学可能時間
・午前9時～12時（10時30分～10時45分 休憩）
・午後1時～5時（3時～3時25分 休憩）
※休憩中、
作業は実施していませんが見学は可能です。

◇定休日
：12/31～1/2、
天候などで臨時休業となる場合があります。
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＜ショッピング＞
自社で製作した薩摩切子を始め、
宙吹き作品やガラス雑貨、
アクセサリーなどを多数展示・販売しています。
多くの方に薩摩切子を知ってもらいたいという思いから、
年に数回、
イベントも実施しております。
◇営業時間：午前9時～午後5時
◇定休日
：12/31～1/2、
天候などで臨時休業となる場合があります。
※イベント情報は、
弊社ホームページにて随時ご紹介いたします。

＜ガラス工芸体験＞
ガラスカット体験は、
自分でデザイン・ガラスを削る作業まで体
験できますので、
切子師の気分が味わえる珍しい体験のため、
リピーターも多く人気があります。
他にも、風鈴絵付け体験、
サンドブラスト体験なども実施して
おり、
子供から大人まで楽しめます。
自分だけのオリジナル作品が作れるので、
旅行の思い出や贈
り物にピッタリです。
◇体験受付時間：午前9時～午後4時（営業は午後5時まで）
◇定休日
：12/31～1/2、
天候などで臨時休業となる場合があ
ります。
※体験料などの詳細は、
弊社ホームページにてご確認ください。

事業所
募集

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。
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労働時間の状況把握義務

改正安全衛生法

2017年1月に『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』
（下記参照）が策定され、労働時間の考え方及び使用者には労働時間を適正に把握する責務があ
ることが明確にされました。そして今年の4月からは、改正安衛法66条8の3による労働時間の状
況把握義務が加わりました。

ガイドラインの主なポイント

≪ 労働時間の考え方 ≫
●労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は
黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたること
例 ①参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講
②使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
（着用を義務付けられた所定の服装への着替え等）や業務終了後の
業務に関連した後始末（清掃等）を事業場内において行った時間

≪ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 ≫
●使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
（１）原則的な方法
◎使用者が、自ら現認することにより確認すること
◎タイムカード、
ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録すること
⇒

タイムカードの打刻記録≠労働時間

タイムカード等はあくまで客観的な記録であり、必要に応じて使用者の
残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を
算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し、
記録する必要がある
（２）やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
タイムカード等の客観的な記録に基づくことが原則としつつ、自己申告制も
併用して労働時間を把握している場合には、
ガイドラインに定めてある所定の
要件を満たす必要があること
●賃金台帳の適正な調製
使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、
深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと
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労働時間の状況の把握について
●事業者は、
タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間（ロ
グインからログアウトまでの時間）の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働
者の労働時間の状況を把握しなければなりません。
①対象となる労働者とは
高度プロフェッショナル制度の適用者を除き、事業場外労働のみなし労働時間制の適用
者、裁量労働制の適用者、管理監督者等、派遣労働者、短時間労働者、有期契約労働者を含め
た全ての労働者が対象になります。
②労働時間の状況の把握とは
労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握す
るものです。
③「労働時間の状況」
として、事業者は何を把握すればよいか？
原則として、タイムカード、パソコン等の使用時間の記録、事業者の現認等の客観的な記録に
より、労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等を把握しなければなりません。
④その他の適切な方法とは
やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合に、労働者の自己申告による把握が考え
られますが、その場合は所定の要件を満たす必要があります。
例えば直行又は直帰の場合が考えられますが、事業場外から社内システムにアクセスす
ることが可能である等、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合もあるため、
直行又は直帰であることのみを理由として、自己申告による把握は認められません。
●事業者は、
これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するため
の必要な措置を講じなければなりません。

社会保険労務士賠償責任保険制度 加入のご案内
保険期間

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、翌月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。
取扱代理店

有限会社エス・アール・サービス ☎ 03-6225-48733

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
三井住友海上火災保険株式会社

※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。
詳細は保険約款
（約款につきましてはWEB約款となります。
有限会社エス・
アール・サービスのHP
「社会保険労務士賠償責任保険制度」
をご覧ください。
）
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。

有限会社エス・アール・サービスホームページ http://www.sr-service.jp/
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残業時間の上限規制

改正労働基準法

働き方改革の一環として今年4月から残業時間の上限規制が導入されています。残業時間の上
限を法律で規制することは、70年前に制定された「労働基準法」において、初めての大改革となり
ます。現在は大企業のみが対象になっていますが、2020年4月からは中小企業も対象になり、36
協定で定める時間外労働を超えた場合、罰則（6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金）が付
くことになります。

（行政指導のみ）
法律上は残業時間の上限無し

（改正前）

（改正後）

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業は不可
＜原則＞

＜例外＞

＊月45時間以内
＊年360時間以内
臨時的な特別の事情があって労使合意がある場合
ただし、原則である月45時間を超えることができるのは、
年間6か月まで
＊年720時間以内
＊複数月平均80時間以内（休日労働を含む）
＊月100時間未満（休日労働を含む）

！
！下記事業・業務に関しては適用を猶予・除外されます
！
！
症状
自動車運転の業務
建設事業
医師
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改正法施行5年後に、上限規制を適用
（ただし、適用後の上限時間は年960時間）
改正法施行5年後に、上限規制を適用
改正法施行5年後に、上限規制を適用
（具体的な上限時間等については未定）

鹿児島県及び沖縄県
における砂糖製造業

改正法施行5年後に、上限規制を適用

新技術・新商品等の
研究開発業務

医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、
時間外労働の上限規制は適用なし

新36協定

改正労働基準法

今年4月から、残業時間の上限規制が導入されたことにより、36（サブロク）協定において協定
できる時間外労働及び休日労働時間数にも上限が設けられ、届出様式の変更がありました。
こち
らも現在は大企業のみが対象になっていますが、
2020年4月からは中小企業も対象になります。

36（サブロク）協定とは・・・
正式名称「時間外労働・休日労働に関する協定」
法定労働時間及び休日＊を超えて労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合には、36協
定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
この協定が労働基準法第36条に
定められていることから、通称「36協定」
と呼ばれています。36協定の締結・届出無しに労働
者に残業をさせている場合は罰則（6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金）の対象にな
ります。
＊労働基準法で定めている法定労働時間の原則・・・・・・・・・1日8時間以内
1週40時間以内
労働基準法で定めている法定休日の原則・・・・・・・・・・・・・週1日以上
4週間を通じて4日以上

！
！新36協定で定める時間外労働及び休日労働時間数の上限！
！
＜原則＞

月45時間以内・年360時間以内

様式第9号
（特別条項なし）

＜例外＞
臨時的な特別の事情があって労使合意がある場合
＊年720時間以内
＊複数月平均80時間以内（休日労働を含む）
＊月100時間未満（休日労働を含む）

様式第9号の2
（特別条項あり）

＊原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで

★厚生労働省HP「スタートアップ労働条件」に36協定の様式や作成支援ツールがあります。
（https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/）
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宮里 一 葉

六 月灯

旧暦６月（７月）頃に、鹿児島県を中心に旧島津藩領地の神社仏閣で行われる夏祭りで
ある。大神社から小さな社の宮まで、鹿児島の７月は連夜どこかで六月灯が行われる。
同じ「六月灯」の名称で呼ばれる夏祭りだが、各神社や寺院で奉納される歌や踊りは、そ
れぞれ独自なものがあり興味は尽きない。
この由来については、第２代藩主島津光久が、上山寺新照院の観音堂を再建し参詣し
た折、沿道に多くの灯籠を点けさせたことから、檀家がこれに倣い、灯籠を寄進した故
事が始まりとされている。このことと、旧来の厄払いや虫追いなどを願い灯明を捧げる
各地の風習と結びつき、灯籠祭りとして島津領全土に広まっていったのだろう。
今では、檀家や企業などが、木枠に張った紙にそれぞれの趣向を凝らした灯籠を寄進
し、参道を飾る。
最近、佐々部清監督の映画『六月燈の三姉妹』でこの祭りも全国区の知名度を得たが、
鹿児島の人々にとっては、夏の宵、沿道に立ち並ぶ夜店や光あふれる灯籠の列、子供の
頃の懐かしい思い出とともに、今も郷愁に浸ることのできる、素朴だがどこかまばゆい、
心躍る一夜の夢である。
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