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　毎年、大晦日の夜、首切れ馬に跨った、異形の神がやって来る。「トシドン」である。トシドンは幼い子供の家を

訪れ、去りゆく年の一年の暮らし振りを子に問い質し、悪い行いを懲らし善い行いを褒める。そして、来たる年に

良い子供でいることを約束させ、その褒美として大きな年餅を子の背中に背負わせて授け、去って行く。島ではトシ

ドンが去って、はじめて新年がやって来るという。

　この習いの起源は定かではない。以前は上甑、中甑の島でも行われていたが、現在下甑島のみで神聖な儀式とし

て伝承されている。トシドンは重要無形民俗文化財であり、かつユネスコの無形文化遺産に登録されている。年神

の伝承は、日本の各地に独自の神々として存在する。年越しの来訪神である。神の訪れにより、去年から新しき年

へと歩を進める。然も、年神の来訪は子の成長と深く関わりを持つ。かつて幼い子が、生き延びることの困難で

あった時代、人々の子への恙なき成長の願いを、来訪神の祝福が叶えてくれたのであろう。

　今も、子供らは、怖いけれども自分達をいつも見守ってくれているトシドンを、畏敬の念をもってその幼い心に刻

み付けているに違いない。
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新年のあいさつ
鹿児島SR経営労務センター

会長　山野 髙廣
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あけましておめでとうございます。

昨年は、新型コロナの感染拡大の影響が、オリンピックの延期、鹿児島国体の延期等、個人

においてはマスクの着用、密の回避等、国民生活に多大な変化を及ぼしました。当センターに

おきましても、総会のオンライン開催、研修会等の zoom によるオンライン開催、緊急事態宣

言時の職員のテレワーク等、今までは考えられないことを経験させていただきました。

一番心配だったのが、会員事業所様の新型コロナの影響による、経営の状況でした。各社労

士に委託事業所の事を尋ねると、雇用調整助成金等、国の新型コロナの経済政策を利用しなが

ら頑張っている事業所もあるとのことでした。５月初旬、国が労働保険料の納付猶予の特例を

出したので、いち早く各事業所様に周知していただくために、会員社労士にメールでお知らせ

いたしましたが、幸いに保険料の猶予制度を利用される事業所様はいらっしゃいませんでした。

また、社労士講座におきましては、台風の日でも、大雪の日でも開講いたしておりましたが、

緊急事態宣言の期間、２回休講を出さざるを得ませんでした。受講生の中には、職業上、感染

防止に気を遣わねばならない方も多く、通信講座に移らざるを得ない方も多数いらっしゃいま

した。６月途中からは zoom で授業を中継するなど、「新しい生活様式」での講座形式を取り

入れながら、８月の本試験へ万全の体制を整えました。今年度の合格者は、選択式の奇問があ

り、２名でした。

コロナ禍の１年でしたが、職員、会員社労士、

会員事業所様がなんとか何事もなく過ごすことが

できましたことが、昨年の不幸中の幸いではあり

ました。

本年は、１５周年の節目の年です。「新しい生

活様式」が当分続くとは思いますが、「Beyond 

Corona」で頑張ってまいります。



社労士試験合格者発表

勉強期間約2年半、SR講座受講2年、3回目の受験を経て合格。合格の鍵となった
SR講座の大きな魅力を受講生の立場から3点挙げます。
1.柔軟な受講方法
SR講座は通学、DVD、ZOOM配信と受講方法が選択できます。1度選ぶとその方
法でしか受講ができないという訳ではなく、当日の都合や体調に応じて変更すること
が可能です。事務局の方々が柔軟に対応してくださるので講座の聴き逃しがなく、持
続的に勉強ができます。
2.ユニークな講師
講師は受講生の気持ちを大変理解されていらっしゃる方です。受講生が挫折して

しまうような難しい部分には手を広げず、最低限必要な基本知識を徹底的に叩き込
むという印象です。受講生の脳にしっかり定着するよう、多様なイラストや語呂合わ
せ、1人芝居を繰り返し繰り返し用いてくださります。講座の全課程が修了するころに
は忘れたくても忘れられない程、定着しているはずです。多くの教材に手を出さずと

も、講師の作成する答練や模試、資料等を頭に入れることができれば自ずと合格ラインには到達します。
3.人と繋がれる
私がSR講座を選んだ最大のポイントは通学ができるという点でした。通学をすることにより講師や補助の先生、他の
受講生と顔を合わせることができます。補助の先生方は受講生の名前はもちろん、個々の学習の到達度も把握してくだ
さっています。休み時間等には受講生に合った声掛けをしてくださり、その言葉が励みになったりモチベーション維持に
繋がったりします。又、他の受講生と繋がれることで勉強の方法や進捗状況等の情報交換ができます。長い勉強生活
の中、気持ちが折れてしまうこともあるかもしれません。弱音を吐きたいときに一番理解してくれるのは家族でも友人で
も同僚でもなく、同じ立場にある受講生です。切磋琢磨できる受講生を見付けられれば心強いことこの上なしかと思い
ます。これは通信講座にはない最大の魅力です。
他にも語りきれないほどの魅力が多々あり、SR講座はリピーターが多いです。そのためか受講生のレベルも高く、それ

に引きつられるように必然的に自分の力もついてきます。おそらくSR講座を受講していなければ私の合格は無かったと
思います。最後になりましたが支えてくださった講師、補助の先生方、事務局の方々、本当にありがとうございました。

今回、8回目の挑戦でした。
社労士試験の受験動機ですが、遡ること10年前になります。郡元にありました日本
年金機構鹿児島事務センターにお世話になったときに、仕事の関係で社会保険労務
士という資格があることを知り挑戦してみようと思ったのが最初です。年齢制限がな
く、努力すれば開業も夢ではない。当時50歳を過ぎていましたので、老後どう生きてい
くかも含めて、一番身近な資格と感じたからです。それから独学で、10年間さまよい続
けてきました。
言い訳になりますが、4月から8月が忙しい職場で、おまけに独学での挑戦でしたの

で、モチベーションを維持するのが大変でした。結果は、毎年どこかで基準点不足の
不合格。特に、選択試験の社会一般、労働一般に泣かされました。自己採点で、「また
1年か」と新幹線の中で酒を飲みながら帰ってきたのを、昨日のように思い出します。と
にかく1000時間やればとか今日2時間できたとか、理解よりも時間を重視しすぎて、や
みくもに机に向かうことで満足していたと思います。

少しずつ基礎点はアップしてきていたのですが、自分の独学に限界を感じていました。「時間はかけているのにどうし
て。」「勉強方法に問題があるのではないか。」今年仕事内容が変わって少し時間に余裕ができたので、思い切って直前
対策講座に申し込みました。
講座は、辻先生の巧妙な話術と要点がまとめられた教材とでしっかりと身に付いたと思います。
さすがに蓄積された情報と研究された教材、これだと思いました。もう少し早く受講すればよかったと後悔しています。
基本書は、講座で使っていたものを買いましたが、わからないところを参考程度に見ただけです。過去問は、TACの
10年間過去問で4分冊を買っていましたので利用しました。過去問の1回目は、問題と答えを読むだけ、2回目は間違っ
た問題に印をつけ、3回目と4回目は間違った問題を繰り返し学習しました。
法改正と横断学習は講座の教材復習とTACの過去問。土曜日は、場所を変えてファミレスでの学習。講座の教材が

しっかりまとめられていたので、余計なことに時間を使わなくて効率的に学習できました。
今思えば、講座の教材一本に絞って学習を進めたことがよかったと思います。結果は、選択33点、択一44点で何とか
合格することができました。とにかく、モチベーションを維持することが大切だと思います。自分を信じて頑張ってください。

小脇 敏典 さん

合格
体 験 談

尾上 綾乃 さん
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皆様よりお預かりした義援金は、講師をされた辻孝男会員と当センターの募金も含め、令和
2年8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、ありがとうございました。
＜内訳＞	・参加費：60,000円
	 ・DVD収益：30,000円　　　			
	 ・辻会員及び当センター募金：30,000円　
	 　　　　合計　　　　　　120,000円

〇フジネットワーク	サザエさん募金	120,000円
（令和2年7月豪雨　被災地救援）
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「同一労働同一賃金セミナー　最高裁判例に基づく今後の対応」2回シリーズ
講師（第1回・2回共通）：大武　英司 弁護士（弁護士法人グレイス）
	＊第1回　令和2年10月16日（金）

テーマ：「2つの最高裁判決を受けて事業者が
　　　　　　　　　　　　見直すべきポイントとは」
＊第2回　令和2年11月26日（木）

テーマ：「メトロコマース事件ほか2件の最高裁判決後の使用者の対応について」
　注目された最高裁判決を踏まえて、今後の実務対応のポイントについて、
弁護士の大武英司先生に具体的に話をしていただきました。
参加者からも内容がわかりやすく参考になると好評でした。

オンライン研修会開催

　下記日程及び内容で、会場とオンラインで開催しました。講師は、辻孝男会員が担当し、
国民年金法、厚生年金保険法その他年金法を、基礎から分かり易く説明していただきました。

年金マスターゼミナール開催（基礎研修）

日　程 内　容

10月17日（土） 年金制度の基礎知識 老齢の年金について（１）

10月31日（土） 老齢の年金について（2） 障害の年金について

11月14日（土） 遺族の年金について 保険料について

大武英司弁護士

　令和2年8月10日（祝）に、社労士受験講座のオプション講座の一つとして、「全科目主要数字
論点講座」をテーマに、チャリティ講座を開催しました。
　当日の参加費及びＤＶＤ収益を令和2年7月豪雨被災地支援のための義援金として皆様より
お預かりしました。

SRチャリティ講座（令和2年7月豪雨災害見舞）開催



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

2020年12月1日午後4時～ 2021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、前営業日必着 ※11月1日加入のみ10月8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ｰ6225ｰ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ｰ3515ｰ4153

三井住友海上火災保険株式会社(非幹事保険会社)
※この保険は、全国社会保険労務士会連合会を契約者とし、社会保険労務士開業会員等を被保険者とする団体契約です。詳細は保険約款（WEB約款。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/

本年よりサイバーリスク保険
（特約）を新発売しました。
詳しくはパンフレットで

2020年10月作成 20-T03204
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　令和2年10月27日（火）・28日（水）、11月16日（月）の3日間にわたり、給与計算実務セミナーを開催しました。
今回は会場受講とzoom受講を同時に行うことになったため、zoom受講の方との温度差を心配しておりまし
たが、途中zoom受講の方から質問が送られてくるなど、会場及びzoom受講の方全員が熱心に取り組んでお
り、とても充実したものとなりました。

給与計算実務セミナーの開催

日　程 内　容 講　師

第1部　給与計算実務マスター

10月27日（火）

１．給与計算をはじめる前に
２．給与計算に係る法令知識
３．社会保険料について
４．所得税について
５．毎月の給与計算のすすめ方

社会保険労務士
辻 孝男 氏

10月28日（水）

６．残業手当・欠勤控除等の計算方法
７．社会保険料の徴収パターン
８．賞与計算のすすめ方
９．事例演習

第2部　年末調整実務マスター

11月16日（月）

１．年末調整に当たっての心得
２．年税額の計算・過不足の精算・
　 年末調整の計算例
３．年末調整終了後の事務
４．１月の源泉徴収事務について
５．事例演習

税理士 稲本 ちほみ 氏



南洲税理士法人 〒892-0805
鹿児島県鹿児島市大竜町7番32号

TEL	099-248-4820　IP電話	050-3370-1080　　
FAX	099-248-4821

ホームページ	https://www.fujitax.com/index

代表　藤元	勝

わが社わが社事 業 拝 見所 せっぺ翔べ

経 営 理 念

行 動 指 針

　南洲税理士法人は、税務会計を中心に事業経
営のお手伝いをさせていただきながら、お客様と
共に成長していきたいと思います。

1．「自利利他」の理念の実践
2．税理士の使命の貫徹
3．初心忘るべからず

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考
えています。

毎月、会計専門家が貴社を訪問し、次の業務を支援します。
1. 貴社の永続的な繁栄のために、活力を生む経営革新を支援します。
2. 毎期、黒字決算を実現する社内のメカニズムづくりを提案します。
3. 地元の金融機関や得意先／仕入先からの信頼度アップに貢献します。
4. 税務のプロフェッショナルとして法令に基づく的確なアドバイスをします。
5. ＩＴ経営革命をサポートします。
6. 創業・ベンチャー起業・事業転換・株式公開を支援します。
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業 務 案 内

関与先を毎月訪問する巡回監査を完全に実施し親切に指導します！

基　本	 毎日の正しい記帳が会計の基本です
１　記帳・伝票指導
２　会計処理の指導

信　頼	 信頼ある税務申告書作成のお手伝いをします
１　税務代理・相談
２　資産対策
３　税理士法第３３条の２による書面添付の実践

改　善	 財務データを基盤とした経営改善のお手伝いをします
１　決算対策
２　経営計画の策定
３　業績管理

提　案	 関与先にあったコンピュータ導入・活用を支援します
経営体質の改善と高付加価値経営の実現を図るため、企業の現場に最新のパソ
コンを導入していただき、日々の経理事務の合理化をはじめとして、財務データ
を戦略的に活用するための支援をします。

相　談	 「事業を始めたいが誰に何を相談していいか分からない」
	 …こうしたご相談にお応えします

１　小規模事業の記帳指導
２　経営計画の立案
３　会社設立指導

専門家	 その他専門家のご紹介
弁護士・不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・ＩＳＯコンサ
ルタント等、貴社の実状と要望を十分理解させていただいた上で、最適な専門
家をご紹介いたします。
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日本経済新聞にも度々取り上げられてきたティール組織。
書籍『ティール組織』（英治出版）は10万部を突破していま
す。この近未来の組織は、いったいどのような組織なので
しょうか。

その内容に入る前にまず、組織モデルの発達と歴史に
ついて述べたいと思います。『ティール組織』の著者、フレデ
リック・ラルー氏によれば、人類誕生以来、主に組織モデル
の発展段階が５段階あるとされます。

色分けすると、一番古いものがレッド組織です。すべてを
「力」を通して見る世界観で、組織をまとめる接着剤は忠誠
心と恐怖心です。レッド組織は、仕事の分業とトップダウンの
権力構造をもたらしました。

次に現れたのはアンバー組織です。不変のルールに従っ
て物事を「正しい」か「正しくない」に分類し、秩序や安定、
予見性を求める世界観で、罪と恥の意識が接着剤になりま
す。アンバー組織は、再現可能なプロセスと安定した組織
図をもたらしました。組織は継続作動し続け、形式的肩書、
職務、指揮命令系統が発明されました。

次に現れたのがオレンジ組織です。意思決定の基準が
「倫理」から「有効性」に変わり、最善の判断とは最大の結
果をもたらす判断となり、経験的に証明や観察ができないも
のをなかなか信じることができない物質的世界観です。オ
レンジ組織は、イノベーションと説明責任（目標管理）、実力
主義をもたらしました。しかし、人間が資源として（スキルの
部品と見て）配置され、金融的にも生態学的にも持続でき
ない経済を作り出し、成功がお金と名誉に関してだけに限
定されてしまうという影を落としました。

次に現れたグリーン組織は、あらゆる人には基本的に平
等な価値があり、あらゆる声に耳を傾けなければならず、人

は親密で調和した他者との絆を強く求めようとするという世
界観です。あらゆるメンバーの幸せが組織全体の成功に
とって大切なことであると考えます。グリーン組織は、権限の
委譲、価値駆動の文化、多数のステークホルダーの利益の
バランスを保つことをもたらしました。しかし、グリーン組織は
階層的ピラミッド構造を残しているため、最終決定権は合
意によるものか、組織のボスによるものか、矛盾を抱えます。

そんな中、一人ひとりが自由に意思決定しているけれど
も、信頼のネットワークで繋がっている組織が生まれてきまし
た。ティール組織です。その世界観は、この世界は本当の自
分自身を発見する旅路の場であり、自我（エゴ）を手放し（メ
タ認知し）、内なる心の呼びかけに従い、全体性を希求す
るというものです。

中心からの命令とコントロールなしにあらゆる細胞とあら
ゆる有機体が自己組織化を求め、自然に変化していくよう
な、生命システムとしての組織です（世界の複雑性が増す
と、どんなに頭が良くても、トップの少数の人がすべてを把
握し、完璧に対処する十分な力量はないため、ピラミッド組
織はボトルネックとなる）。

ティール組織は、自主経営、全体性、常に進化する（存
在）目的をもたらしました。自主経営とは、集合知と権力を分
配委譲し、仲間との関係性のなかで動くシステムをとること
です。意思決定は、誰もが決定権をもつが、はじめに決定
に関係する人達（専門家や、重大な影響を受け決定と共
存する人たち）から助言を求めなければならないという
ルール（助言プロセス）等で行います。また、自分勝手に働く
ようにはならない秘訣は、個人に帰するモチベーション、仲
間同士の相互振り返りによる改善、直に感じられるマーケッ
ト需要です。全体性とは、自分達が被っている仮面を脱ぎ
去ることができること（創造者の視点、個人と全体の言葉を
超えたコミュニケーション）、常に進化する（存在）目的とは、
人間に備わった自然のセンサーで、アジャイル的に組織の
存在目的（方向感覚）に耳を傾け感知して歩調を合わせる
ことです。

ティール組織にご興味を持たれた方は、当事務所のホー
ムページも是非ご覧ください。

国立人事 国立産業カウンセラー事務所
〒892-0871 鹿児島市吉野町1233-3

TEL 099-813-8730　FAX 099-813-8731
ホームページ https://国立人事.jp 事務所外観
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　令和2年10月3日～最低賃金が793円(3円↑)になりました。

法改正・制度改正など

●最低賃金改正

　令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)に新たな
等級(第32級・65万円)が追加されました。

●厚生年金保険の「標準報酬月額」の上限改定

＜失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」算定方法の変更＞
　失業等給付の支給を受けるためには、原則として離職をした日以前の2年間に、「被保険者期
間」が通算して12ケ月以上あることが必要ですが、この「被保険者期間」の算定方法が改正され
ました。
★対象者：離職日が令和2年8月1日以降の方
★改正前：離職日から1ケ月ごとに区切っていた期間に、
 賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ケ月と計算
　　　　　　　　　　　　　
　改正後：離職日から1ケ月ごとに区切っていた期間に、
 賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった
 労働時間数が80時間以上ある月を1ケ月と計算

＜失業等給付の給付制限期間の短縮＞
　正当な理由がない自己都合により退職した場合には、雇用保険の失業等給付を受給する場
合、離職票提出日から7日間の待機期間+3ケ月間の「給付制限期間」を経なければ失業等給付
を受給することができませんでしたが、この「給付制限期間」が短縮されることになりました。
★対象者：離職日が令和2年10月1日以降の方
★改正前：給付制限期間が3ケ月
　　　　　　　　　　
　改正後：5年間のうち2回までは給付制限期間が2ケ月
　＊ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された場合は今まで通りの3ケ月

●雇用保険制度の改正
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月額等級 標準報酬月額 報酬月額 保険料（折半額）

第31級 620,000円 605,000円～635,000円 56,730円

第３２級 650,000円 635,000円～ 59,475円



「安全は健康から」とも言われています。
職場の健康管理とは、労働者個人個人の健康の状態を健康診断により直接チェックし、健康の異常を

早期に発見したり、その進行や増悪を防止したり、さらには、元の健康状態に回復するための医学的及び労

務管理的な措置をすることです。最近では、労働者の高齢化に伴って健康を保持増進して労働適応能力を

向上することまでを含めた健康管理も要求されるようになってきています。

今回は、健康管理についてまとめてみたいと思います。健康管理の第一段階は、健康診断です。

（１）一般健康診断（労働安全衛生法第66条第1項に定められた健康診断で、労働者の一般的な健康状態を

調べる健康診断）

鹿児島県内の令和元年の定期健康診断結果は、有所見率が58.05％で全国より1.41％高く、前年より

1.61％高く、年々高くなっております。有所見率が高かったのは高脂質、血圧、肝機能、血糖の順でした。

以前「死の四重奏」と言われ、肥満・高血圧・高血糖（糖代謝異常）・高脂血症の4つの症状が合併した状態
で、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患の危険因子が集積し、死に

至るおそれがあるとのことでした。そのあとメタボリックシンド
ロームが問題となり、内臓脂肪型肥満（腹囲で判断する）に加えて、
血圧、コレステロール、血糖値のうち２つ以上の数値に異常が見ら

れる状態のことを言い、血圧、コレステロール、血糖値それぞれの

値に異常がなくても、これらが積み重なると糖尿病や心筋梗塞な

ど脳心臓疾患になりやすくなると言われようになりました。定期健
康診断結果から見ると県内の職場の状況はメタボによる脳心臓疾

患の危険が増して来ているのではと危惧するところです。

また、過重労働も脳心臓疾患のリスク要因です。時間外休日労
働時間数が月100時間または2～6か月平均で80時間以上であれ

ば過重労働による脳心臓疾患（過労死など）と労災認定されます。

メタボの者が過重労働になるとさらに脳心臓疾患などのリスク

が増すことが考えられます。そのためにも長時間労働の抑制だけ

でなく、健康管理も肝要です。

（２）特殊健康診断（労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められ

ている健康診断を含めていう。）　労働衛生対策上、特に有害であるといわれている業務に従事する労

働者等を対象として実施する健康診断で、有害業務に起因する健康障害の状況を調べる健康診断。　

職場の健康管理労働安全衛生③
シリーズ 社会保険労務士　山﨑 秀一

「健康診断結果の医師等の意見聴取」と「保健指導」の実施については、労働者数50人以上の事業場は産業
医等に依頼し、50人未満は地域産業保健センターに依頼することも可能です（鹿児島産業保健総合支援セン
ターのホームページを参照　無料）。
さらに、①脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間（月80時間超の時間外・休日労働）にわたる労働によ

り疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務
づけられています。②ストレスチェックに係る高ストレス者に対しても申し出により同様になっております。な
お、これらの面接指導も50人未満は地域産業保健センターに依頼することが可能です。
また、がん患者の約３人に１人は、20代から60代でがんに罹患し、仕事を持ちながら通院している方が多く
います。また、がんと診断され最初の治療が開始されるまでに退職した方が４割を超えており、ご本人が診断時
から治療と仕事の両立についても、気軽に相談できる体制づくりが求められます。厚生労働省では「治療と仕
事の両立支援のためのガイドライン」を策定し体制づくりを進めています。事業場からの相談に鹿児島産業保
健総合支援センター（TEL:099-252-8002）が対応しておりますのでご利用ください。
健康管理を進めることにより、貴重な人材が休業することによるデメリットを払しょくし、職場の安全衛生環

境の増進を図っていただきたいと存じます。ご安全に。

雇入時の健康診断（安衛則第43条）①

定期健康診断 （安衛則第44条）②

特定業務従事者の健康診断（安衛則第45条）③

海外派遣労働者の健康診断（安衛則第45条の2）④

給食従業員の検便（安衛則第47条）⑤

常時深夜業に従事する者等、安衛則第13条第1項第2号の業務
に従事する労働者について配置替えの際及びその後6ヵ月以内
ごとに実施。

労働者を6ヵ月以上海外に派遣する際及び6ヵ月以上海外に派
遣した労働者を帰国させ国内の業務に就かせる際に実施。

給食従業員を雇い入れの際、当該業務へ配置替えの際に実施。

常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施。

常時使用する労働者を雇い入れる際に実施。

死の四重奏

肥満高血圧

高血糖高脂血症

　健康診断の次に大事なのが、健康診断の事後措置です。その流れは次図の通りです。

健康診断の実施と事後措置の概要

①一般定期健康
　診断の実施

脳血管疾患

健康障害のリスク 時間外労働

虚血性心疾患

過重労働による健康障害

徐
々
に
高
ま
る

高

低 少

増

②健康診断結果の
　受領

③健康診断結果の
　労働者への通知

⑤就業上の措置の決定等

就業上の措置の決定にあたっては

意見を聴く医師等

医師等の意見聴取

医師等の意見を聴くにあたっては
○医師等に対する情報提供

○労働者からの意見聴取

●通常の勤務でよい 通常勤務
のまま

休業

●勤務を制限する必要がある

●勤務を休む必要がある

意
見（
就
業
区
分
）

●所見なし

●所見あり

（安衛法第６６条・第1項）

（安衛法第６６条の6）

（安衛法第６６条の7）

（安衛法第６６条の5）

保健指導の実施

（安衛法第６６条の4）

（安衛法第６６条の3）

対象となる労働者全員
が受診できる配慮が必
要です。

健康診断の実施と事後措
置にあたっては、プライバ
シーの保護が重要です。

健康診断個人票
を作成して５年間
保存して下さい

健康診断の結果、特に健
康の保持に努める必要が
あると医師等が認める労
働者には医師、保健師に
よる健康指導を行なうよ
うに努めて下さい。

○産業医
○産業医の選任義務のない規模50人
未満の事業場は地域産業保健セン
ターの登録産業医など認定産業医

○歯に有害な一定業務については歯科
医師

医師等の意見を参考にその労
働者の実情を考慮して、就業場
所の変更、作業の転換、労働時
間の短縮などを行うほか、医師
等の意見を衛生委員会等へ報
告するようにして下さい。

就業上の措置を決定しようとする時
は、対象となる労働者の意見を聴き、
十分な話し合いを通じてその労働者
の理解が得られることが重要です。

○管理監督者への説明
その労働者が所属する職場の管理監督者の
理解を得ることが不可欠ですので、プライバ
シーに配慮しつつその管理監督者に、就業
上の措置の目的、内容などについて理解が
得られるよう必要な説明を行って下さい。

労働者の作業環境、労働時間、過去の健
康診断結果などの情報を知らせて下さ
い。充分でない場合は労働者との面接の
機会を提供することが適当です。

（安衛則第52条）

規模50人以上の
事業場は所轄監
督へ結果報告

異常所見の有無の
チェック

不健康な生活習慣

内臓脂肪型肥満

高血糖 高血圧 脂質異常

放置し続けると・・・

脳卒中、心疾患（心筋梗塞等）、
糖尿病合併症（人工透析・失明）等へと進展

代謝の異常
アディポサイトカイン分泌異常 月100時間

月45時間程度

2～6か月平均で
月80時間
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「健康診断結果の医師等の意見聴取」と「保健指導」の実施については、労働者数50人以上の事業場は産業
医等に依頼し、50人未満は地域産業保健センターに依頼することも可能です（鹿児島産業保健総合支援セン
ターのホームページを参照　無料）。
さらに、①脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間（月80時間超の時間外・休日労働）にわたる労働によ

り疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務
づけられています。②ストレスチェックに係る高ストレス者に対しても申し出により同様になっております。な
お、これらの面接指導も50人未満は地域産業保健センターに依頼することが可能です。
また、がん患者の約３人に１人は、20代から60代でがんに罹患し、仕事を持ちながら通院している方が多く
います。また、がんと診断され最初の治療が開始されるまでに退職した方が４割を超えており、ご本人が診断時
から治療と仕事の両立についても、気軽に相談できる体制づくりが求められます。厚生労働省では「治療と仕
事の両立支援のためのガイドライン」を策定し体制づくりを進めています。事業場からの相談に鹿児島産業保
健総合支援センター（TEL:099-252-8002）が対応しておりますのでご利用ください。
健康管理を進めることにより、貴重な人材が休業することによるデメリットを払しょくし、職場の安全衛生環
境の増進を図っていただきたいと存じます。ご安全に。

雇入時の健康診断（安衛則第43条）①

定期健康診断 （安衛則第44条）②

特定業務従事者の健康診断（安衛則第45条）③

海外派遣労働者の健康診断（安衛則第45条の2）④

給食従業員の検便（安衛則第47条）⑤

常時深夜業に従事する者等、安衛則第13条第1項第2号の業務
に従事する労働者について配置替えの際及びその後6ヵ月以内
ごとに実施。

労働者を6ヵ月以上海外に派遣する際及び6ヵ月以上海外に派
遣した労働者を帰国させ国内の業務に就かせる際に実施。

給食従業員を雇い入れの際、当該業務へ配置替えの際に実施。

常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施。

常時使用する労働者を雇い入れる際に実施。

死の四重奏

肥満高血圧

高血糖高脂血症

　健康診断の次に大事なのが、健康診断の事後措置です。その流れは次図の通りです。

健康診断の実施と事後措置の概要

①一般定期健康
　診断の実施

脳血管疾患

健康障害のリスク 時間外労働

虚血性心疾患

過重労働による健康障害

徐
々
に
高
ま
る

高

低 少

増

②健康診断結果の
　受領

③健康診断結果の
　労働者への通知

⑤就業上の措置の決定等

就業上の措置の決定にあたっては

意見を聴く医師等

医師等の意見聴取

医師等の意見を聴くにあたっては
○医師等に対する情報提供

○労働者からの意見聴取

●通常の勤務でよい 通常勤務
のまま

休業

●勤務を制限する必要がある

●勤務を休む必要がある

意
見（
就
業
区
分
）

●所見なし

●所見あり

（安衛法第６６条・第1項）

（安衛法第６６条の6）

（安衛法第６６条の7）

（安衛法第６６条の5）

保健指導の実施

（安衛法第６６条の4）

（安衛法第６６条の3）

対象となる労働者全員
が受診できる配慮が必
要です。

健康診断の実施と事後措
置にあたっては、プライバ
シーの保護が重要です。

健康診断個人票
を作成して５年間
保存して下さい

健康診断の結果、特に健
康の保持に努める必要が
あると医師等が認める労
働者には医師、保健師に
よる健康指導を行なうよ
うに努めて下さい。

○産業医
○産業医の選任義務のない規模50人
未満の事業場は地域産業保健セン
ターの登録産業医など認定産業医
○歯に有害な一定業務については歯科
医師

医師等の意見を参考にその労
働者の実情を考慮して、就業場
所の変更、作業の転換、労働時
間の短縮などを行うほか、医師
等の意見を衛生委員会等へ報
告するようにして下さい。

就業上の措置を決定しようとする時
は、対象となる労働者の意見を聴き、
十分な話し合いを通じてその労働者
の理解が得られることが重要です。

○管理監督者への説明
その労働者が所属する職場の管理監督者の
理解を得ることが不可欠ですので、プライバ
シーに配慮しつつその管理監督者に、就業
上の措置の目的、内容などについて理解が
得られるよう必要な説明を行って下さい。

労働者の作業環境、労働時間、過去の健
康診断結果などの情報を知らせて下さ
い。充分でない場合は労働者との面接の
機会を提供することが適当です。

（安衛則第52条）

規模50人以上の
事業場は所轄監
督へ結果報告

異常所見の有無の
チェック

不健康な生活習慣

内臓脂肪型肥満

高血糖 高血圧 脂質異常

放置し続けると・・・

脳卒中、心疾患（心筋梗塞等）、
糖尿病合併症（人工透析・失明）等へと進展

代謝の異常
アディポサイトカイン分泌異常 月100時間

月45時間程度

2～6か月平均で
月80時間
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　毎年、大晦日の夜、首切れ馬に跨った、異形の神がやって来る。「トシドン」である。トシドンは幼い子供の家を

訪れ、去りゆく年の一年の暮らし振りを子に問い質し、悪い行いを懲らし善い行いを褒める。そして、来たる年に

良い子供でいることを約束させ、その褒美として大きな年餅を子の背中に背負わせて授け、去って行く。島ではトシ

ドンが去って、はじめて新年がやって来るという。

　この習いの起源は定かではない。以前は上甑、中甑の島でも行われていたが、現在下甑島のみで神聖な儀式とし

て伝承されている。トシドンは重要無形民俗文化財であり、かつユネスコの無形文化遺産に登録されている。年神

の伝承は、日本の各地に独自の神々として存在する。年越しの来訪神である。神の訪れにより、去年から新しき年

へと歩を進める。然も、年神の来訪は子の成長と深く関わりを持つ。かつて幼い子が、生き延びることの困難で

あった時代、人々の子への恙なき成長の願いを、来訪神の祝福が叶えてくれたのであろう。

　今も、子供らは、怖いけれども自分達をいつも見守ってくれているトシドンを、畏敬の念をもってその幼い心に刻

み付けているに違いない。
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