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南さつま市加世田● ●南九州市知覧

　「薩摩の水からくり」は、1984年（昭和59年）国の「記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財」の選択を受
け、昭和61年には鹿児島県有形民俗文化財に指定されている。起源は定かでは無い。
　それは水車を動力源に人形を動かし一場の芝居を演じさせるからくり人形である。鹿児島に現存する水車からく
りは加世田と知覧の二ヵ所で、それぞれが保存会によって伝承されている。特筆すべきは、全国には様々なタイプの
からくり人形があるが、水力を利用したものは極めて稀であることだ。

　両からくりとも、記録映像や画像がYouTubeなどで公開されており、からくり人形の作成工程や設計図などもネッ
トで検索でき、興味深いものがある。
　いにしえ、一般庶民の娯楽が少なかった時代、ましてや都からはるか離れた薩摩の地で、人々に夢のような一場を
供したであろう遠い夏の日を、水車からくりは今も伝えている。
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「御楼門とハス」提供：公財 鹿児島観光コンベンション協会

　加世田水車からくりは、南さつま市加世田の竹田神社
で7月23日に行われる六月灯で開催される。加世田から
くり人形のテーマは日本史や薩摩史などの歴史物で武者
人形が活躍するような場面が多い。一説では知覧の水車
からくりの原型とも言われている。

加世田の水車からくり （竹田神社からくり保存会）

ろくがつどう

写真提供「竹田神社夏祭り実行委員会」同時開催の「稚児踊」

　知覧水車からくりは、南九州市知覧の豊玉姫神社で7月
9日に行われる六月灯で開催される。知覧からくり人形の
テーマは神話やおとぎ話・歴史物など幅広い題材が上演
され、「デメジンのカラクイ」（大明神の絡繰り）と呼ばれ
知覧の人々に親しまれてきた。

知覧の水車からくり （知覧水車からくり保存会）
とよたまひめ

写真提供「南九州市教育委員会文化財課」



令和4年度通常総会が、6月22日（水）に開催されました。新型コロナウイルスの影響で２年続けてオンライン
のみでの総会でしたが、今回は会場(かごしま国際交流センター)とオンラインのハイブリット式での総会となりま
した。

会場及びオンラインでの参加者と委任状提出者の社労士会員合計83人により、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2号まで、すべ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とおりです。

（1）第1号議案
　　　令和3年度事業報告及び
　　　一般会計決算報告承認に関する件（監査報告 ）

（2）第2号議案
　　　令和4 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

（3）その他

令和４年度 通常総会開催
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※令和３年４月１日から労災保険の「特別加入」の対象が広がったことを受け、「芸能関係作業従事
者」と「柔道整復師」の一人親方団体を設立いたしました。

・芸能従事者の一人親方団体「鹿児島ＳＲ芸能従事者労災センター」の設立

・柔道整復師の一人親方団体「鹿児島ＳＲ柔道整復師労災センター」の設立

令和3年12月16日 設立総会開催

【芸能関係作業従事者】 【柔道整復師】

特別加入
制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償
する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加
入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

特別加入の
メリット

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害
または死亡等をした場合、補償を受けられます。

給付内容
労災保険給付では、ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する
際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりに
なった場合の遺族への給付等が支給されます。

対　象

1.芸能実演家
・俳優（舞台俳優、映画及びテレビ

等映像メディア俳優、声優等）
・舞踊家（日本舞踊、ダンサー、バレ

リーナ等）
・音楽家（歌手、謡い手、演奏家、

作詞家、作曲家等）
・演 芸 家（ 落 語 家、漫 才 師、奇 術

師、司会、DJ、大道芸人等）
・スタント 他

２.芸能製作作業従事者
・監督（舞台演出監督、映像演出

監督）
・撮影　・照明　・音響・効果、録音
・大道具製作（建設の事業を除く）
・美術装飾　・衣装　・メイク　
・結髪　・スクリプター
・ラインプロデュース
・アシスタント、マネージメント　他

柔道整復師法に基づく「柔道整復
師」の資格をお持ちの方であれ
ば対象となります。
従業員を雇っていない方
令和3年4月1日より、「一人親方そ
の他の自営業者」として、特別加入
することができます。
従業員を雇っている方
これまで同様、事業場の規模次第
で「中小事業主」として対象となり
ます。具 体 的には、常 時 使 用して
いる労働者が100人以下の場合に
は、中小事業主として特別加入す
ることができます。
その場合は、以下2つの条件を満た
し、所轄の都道府県労働局長の承
認を受けることが必要です。
① 雇用する労働者について保険

関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保

険事務組合に委託していること
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テーマ：『令和４年に予定されている法改正について』
講師：社会保険労務士　辻 孝男 氏（当センター会員）

『～弁護士が具体的事例から考える～各種ハラスメントに対応する際の注意点』
講師：弁護士　大武 英司 氏（弁護士法人グレイス）

　チャリティ講演ということもあり、会場（かごしま国際交流センター）、zoom、オンデマンドあわせて55名
ほどの方にご参加いただきました。

令和３年１２月１６日（木） 
鹿児島ＳＲ経営労務センター設立15周年記念チャリティ講演会

　この講演の収益金を当センターの募金も含め、令和3年12月24日に下記のとおり募金させていただき
ました。ありがとうございました。

〇NHK歳末たすけあい（赤い羽根共同募金）
＜内訳＞

参加費：116,000円
当センターより：4,000円　　　　　合計　120,000円

テーマ：『これだけは抑えておきたい！！会社の人事書類
　　　　　　　　～採用・退職から問題社員対応～』
講師：弁護士　大武　英司　氏（弁護士法人グレイス）
　会場（かごしま国際交流センター）とオンデマンドにて、研修会
を開催しました。始末書などの書き方等、参考になることが多く、ま
た参加者が今対応を悩んでいる事例についての質問も複数回
答していただき、とても有意義な研修となりました。

令和４年２月１８日（金）
ＳＲ研修会
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テーマ：懲戒処分の進め方～解雇までのプロセス～
講師：弁護士　大武 英司 氏（弁護士法人グレイス）

　会場（かごしま国際交流センター）とオンラインあわせて50名ほどの参加者となりました。参加者から
「ポイントを押さえた大武先生の講義はとても面白くてわかりやすい」という感想もあり、とても充実した
研修となりました。

令和４年６月２２日（水） 
ＳＲ研修会

　会場(SR事務局)とオンデマンドで、年末調整セミナーを開催しました。
　講師は、税理士の稲本ちほみ先生です。
　所得税の計算の流れ（給与収入）、所得税の計算演習、源泉所得税の納付までの流れ、事例演習
で実際に申告書を仕上げてみるといった内容を、ポイントを押さえてわかりやすく講義をしてくださいまし
た。参加者からはとてもわかりやすくて理解を深めることができたと好評でした。　

令和３年１１月２９日（月） 
年末調整セミナー
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□ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

□ 月額賃金＊が8.8万円以上 
　＊基本給及び諸手当を指します。
　　ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません

□ 週の所定労働時間＊が20時間以上30時間未満 
　 （＊週所定労働時間が40時間の企業の場合）
　　 ※契約上の所定労働時間。臨時の残業時間は含みません。

短時間労働者の
社会保険適用拡大 ～法改正～
　2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が
義務化されます。

　社内の準備としては、加入対象者の把握をして、社内の加入対象者に周知をする必要があ
ります。また、必要に応じて説明会や個人面談を実施しましょう。厚生労働省のＨＰ

（https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/）にも「社会保険適用拡大特設サイト」が開
設され、動画やチラシ・ガイドブックなどわかりやすく解説してあります。

以下の全てに該当する方が新たに加入となります。

□ 学生ではない（休学中や夜間学生は加入対象）

★従業員数の数え方
フルタイムの従業員数＋週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
※従業員にはパート・アルバイトを含みます。
※法人の場合は法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとに
　カウントします。
※原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には適用対象になります。
※直近１２ヶ月のうち６ヶ月で基準を上回ると日本年金機構において適用されます。

新たに対象となる企業

加入対象者

従業員数
501人以上の企業

現　　在

従業員数
501人以上の企業

現　　在

従業員数
101人以上の企業

2022年10月～

従業員数
51人以上の企業

2024年10月～

会場(かごしま国際交流センター)・オンデマンド・DVDで、2日間にわたり給与計算セミナーを開催しま
した。講師は当センター社労士会員の辻孝男先生です。

2日間の内容は下記のとおりです。
基礎をしっかり学んで最後は事例演習を行い、参加者は理解度をより深めていました。

令和４年４月２６日（火） ・２７日（水） 
給与計算セミナー

4月26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

4月27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

※令和４年１１月２日に年末調整セミナーを開催予定です！

5



□ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

□ 月額賃金＊が8.8万円以上 
　＊基本給及び諸手当を指します。
　　ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません

□ 週の所定労働時間＊が20時間以上30時間未満 
　 （＊週所定労働時間が40時間の企業の場合）
　　 ※契約上の所定労働時間。臨時の残業時間は含みません。

短時間労働者の
社会保険適用拡大 ～法改正～
　2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が
義務化されます。

　社内の準備としては、加入対象者の把握をして、社内の加入対象者に周知をする必要があ
ります。また、必要に応じて説明会や個人面談を実施しましょう。厚生労働省のＨＰ

（https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/）にも「社会保険適用拡大特設サイト」が開
設され、動画やチラシ・ガイドブックなどわかりやすく解説してあります。

以下の全てに該当する方が新たに加入となります。

□ 学生ではない（休学中や夜間学生は加入対象）

★従業員数の数え方
フルタイムの従業員数＋週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
※従業員にはパート・アルバイトを含みます。
※法人の場合は法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとに
　カウントします。
※原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には適用対象になります。
※直近１２ヶ月のうち６ヶ月で基準を上回ると日本年金機構において適用されます。

新たに対象となる企業

加入対象者

従業員数
501人以上の企業

現　　在

従業員数
501人以上の企業

現　　在

従業員数
101人以上の企業

2022年10月～

従業員数
51人以上の企業

2024年10月～

6



（株）美の匠 ガラス工房 弟子丸 〒899-4304 
鹿児島県霧島市国分清水1丁目19-27

TEL 0995-73-6522　9：30~18：00　店休日:日曜 薩摩切子師　弟子丸 努

わが社わが社事 業 拝 見所 せっぺ翔べ

■ ２０20年（令和２年）薩摩切子に携わり
　 34年目となり現在に至る 
■ 株式会社 美の匠 ガラス工房 弟子丸 代表  
■ 薩摩切子師（2021年３５周年） 
■ 薩摩切子の伝承の為、人材育成に努めている  

１９８５年（昭和６０年） ・島津家による薩摩切子復元・製作発表       
 １９８６年（昭和６１年） ・薩摩ガラス工芸（株）入社 （現：（株）島津興業）       
  島津家による復元事業開始と共に弟子丸 努は、薩摩切子の伝習に従事し   
  復元に携わる。        
 １９９４年（平成６年） ・薩摩郡薩摩町（現：さつま町）に株主役員として薩摩びーどろ工芸の    
  設立と開業にあたる。      
 １９９７年（平成９年） ・第１回 現代ガラスの美展 ＩＮ 薩摩 が開催され全国からの出展入選
  開催地・主催 薩摩町（現：さつま町）全国への薩摩切子ＰＲに携わる   
 １９９９年（平成１１年） ・指宿市で開催のカシオワールドオープン トロフィー製作　    
 ２０００年（平成１２年） ・鹿児島市工芸展出展 鹿児島商工会頭賞受賞（そうめん鉢・小鉢揃え）

ART DESHIMARU ART DESHIMARU 8月10日グランドオープン
隼人町小浜ドライブインの敷地内 10：00~19：00

ART DESHIMARU 8月10日グランドオープン
隼人町小浜ドライブインの敷地内

せっぺ翔べを見たといってくださればART DESHIMARU商品を10％割引します。

ホームページ https://deshimaru.jp/ 

7



■ ２０20年（令和２年）薩摩切子に携わり
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  復元に携わる。        
 １９９４年（平成６年） ・薩摩郡薩摩町（現：さつま町）に株主役員として薩摩びーどろ工芸の    
  設立と開業にあたる。      
 １９９７年（平成９年） ・第１回 現代ガラスの美展 ＩＮ 薩摩 が開催され全国からの出展入選
  開催地・主催 薩摩町（現：さつま町）全国への薩摩切子ＰＲに携わる   
 １９９９年（平成１１年） ・指宿市で開催のカシオワールドオープン トロフィー製作　    
 ２０００年（平成１２年） ・鹿児島市工芸展出展 鹿児島商工会頭賞受賞（そうめん鉢・小鉢揃え）

２００４年（平成１６年） ・ＴＶドラマ「大奥スペシャル」にて 弟子丸 努 製作      
  復元 栓付酒瓶が篤姫の献上品として撮影に起用され放送される。   
  ・指宿市で開催のカシオワールドオープン トロフィー製作　    
 ２００５年（平成１７年） ・新商品 薩摩黒切子の開発に携わる      
 ２００６年（平成１８年） ・ＪＡＰＡＮブランド育成事業に採択され、ドイツミュンヘンでの展示会に参加。   
  大島紬とのコラボレーションによるオリジナルテーブルウェア商品・薩摩切子の出展。
  ドイツ展示会で薩摩切子の伝承を伝えた。      
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  切子師 弟子丸 努として起用され、薩摩黒切子のタンブラーと共に
  放送され薩摩切子のＰＲに貢献。
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 ２０１９年（令和１年） ・ＰＧＡゴルフトーナメント 優勝者石川遼さんへ 副賞 ゴルフマーカー５個セット贈呈

ART DESHIMARU 8月10日グランドオープン
隼人町小浜ドライブインの敷地内 10：00~19：00

会場でせっぺ翔べを見たと言って下されば商品を10％割引致します。
また薩摩切子カット体験ができるコーナーもあります。詳しくはホームページに掲載！
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仕事上必要な指示・命令や注意・指導と思っていても…
● 気に入らない、性格が合わないなど、言動に個人的な感情が入っている。
● 大声で怒鳴る、目くじらを立てるなど、言い方が威圧的になっている。
● 陰で誹謗中傷するなど、伝え方が陰湿で抽象的になっている。
● 同じことをしつこく繰り返し注意する。
● 叱責の場をわきまえない。（多くの人がいる場で恥をかかせる。）
● 「バカ」「マヌケ」「給料泥棒」などと言って人格を傷つける。
● 何かにつけ責任転嫁をする。
● 個人の価値観を頭ごなしに否定する。
● 自分の価値観を無理やり押し付ける。

〇 職場におけるハラスメントを許さず、厳しく対処すること明確にする。
〇 職場内での活発・円滑なコミュニケーションの維持に努める。
〇 就業規則や研修等により、ハラスメント防止対策を周知・啓発する。
〇 相談窓口を設置し、早期に事実関係を確認し、適切な措置を行う。

　自らの怒りの対処術に共通するものは、「怒りに反射しないこと」です。そのため、怒りを
感じたら、まず６秒待って怒りを静めましょう。怒りは完全にはなくなりませんが、冷静さを
取り戻して理性的になることができるといわれています。

文・イラスト　社会保険労務士　辻　孝男

主な防止対策

主なトラブルのもと

〇 入社後３か月程度は、こまめに面談を行う。
〇 早期発見、早期指導、早期反省を心掛ける。
〇 就業規則に服務規律および懲戒の種類・事由を定めておく。
〇 実態と規定に則して、軽い懲戒処分（譴責など）から適用する。
〇 懲戒処分は、書面で理由と指示を通知し、その経過を記録しておく。
〇 やむを得ず解雇するにあたっては、労働基準法等のルールに則る。

主な防止対策

プラスα「怒りを静める６秒ルール」

● 必要な指導・教育が不十分、あるいは行われていない。
● 経営者の主観的な理由で解雇通告をする。
● 手順を踏まずに、いきなり解雇通告をする。
● 本人の適正を考慮した職務配置等の配慮をしていない。
● 解雇に至るまでの経緯等について記録を残していない。
● 法に基づく解雇の予告または解雇予告手当の支払いを行っていない。

主なトラブルのもと

パワーハラスメント3

勤務態度不良、能力不足等による解雇2

〇 時間記録型出勤簿（管理者のチェック機能付き）を調製する。
〇 時間外労働命令・申告簿を調製する。
〇 必要に応じて業務内容の整理・改善を検討する。
〇 職場内でタイムマネジメント意識を共有する。

主な防止対策

● シフト表と押印型出勤簿のみによる時間管理をしている。
● 時間外労働をすることを本人任せにしている。
● 日課となっている始業前の掃除、朝礼などの時間を無給にしている。
● 休憩時間の自由利用が保障されていない。契約どおりの休憩時間が取れない。
● もともと所定労働時間内で終わらない業務を任せている。
● 時間外労働の時間計算について、１日ごとに「30分未満切捨て」処理をしている。
● 割増賃金の計算が正確になされていない。

主なトラブルのもと

未払い残業代1

よくある労務トラブルと
その防止対策
明るく元気な職場で
あり続けるために

((   ))  

 

・・ 時効３年  暴行、傷害など
身体的な攻撃は論外！

 
 

  

辻先生の
労働講座
2
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南さつま市加世田● ●南九州市知覧

　「薩摩の水からくり」は、1984年（昭和59年）国の「記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財」の選択を受
け、昭和61年には鹿児島県有形民俗文化財に指定されている。起源は定かでは無い。
　それは水車を動力源に人形を動かし一場の芝居を演じさせるからくり人形である。鹿児島に現存する水車からく
りは加世田と知覧の二ヵ所で、それぞれが保存会によって伝承されている。特筆すべきは、全国には様々なタイプの
からくり人形があるが、水力を利用したものは極めて稀であることだ。

　両からくりとも、記録映像や画像がYouTubeなどで公開されており、からくり人形の作成工程や設計図などもネッ
トで検索でき、興味深いものがある。
　いにしえ、一般庶民の娯楽が少なかった時代、ましてや都からはるか離れた薩摩の地で、人々に夢のような一場を
供したであろう遠い夏の日を、水車からくりは今も伝えている。
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「御楼門とハス」提供：公財 鹿児島観光コンベンション協会

　加世田水車からくりは、南さつま市加世田の竹田神社
で7月23日に行われる六月灯で開催される。加世田から
くり人形のテーマは日本史や薩摩史などの歴史物で武者
人形が活躍するような場面が多い。一説では知覧の水車
からくりの原型とも言われている。

加世田の水車からくり （竹田神社からくり保存会）

ろくがつどう

写真提供「竹田神社夏祭り実行委員会」同時開催の「稚児踊」

　知覧水車からくりは、南九州市知覧の豊玉姫神社で7月
9日に行われる六月灯で開催される。知覧からくり人形の
テーマは神話やおとぎ話・歴史物など幅広い題材が上演
され、「デメジンのカラクイ」（大明神の絡繰り）と呼ばれ
知覧の人々に親しまれてきた。

知覧の水車からくり （知覧水車からくり保存会）
とよたまひめ

写真提供「南九州市教育委員会文化財課」


