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弥生・花見月・春惜月・夢見月

・中国残留孤児の日　・ミニの日　
・ミニぶたの日　・遠山の金さんの日
・上巳の節句　・ひなまつり　
・桃の日　・耳の日　

・啓蟄　・サンゴの日　
・スチュワーデスの日　
・世界一周記念日　・スポーツ新聞の日
・弟の日
・消防記念日　・花粉症記念日　
・サウナ健康の日　・メンチカツの日
・国際女性の日　・ミツバチの日　
・みやげの日　・エスカレーターの日
・感謝の日　・記念切手記念日　
・雑穀の日　・酢酸の日

・世界反サイバー検閲デー　・財布の日　
・半ドンの日　・スイーツの日
・漁業法記念日　・サンドイッチデー
・新選組の日
・ホワイトデー　・キャンディーの日
・国際結婚の日　・数学の日　
・こころの健康づくり週間（～ 3/21）
・万国博デー　・世界消費者権利デー
・春の社日　・財務の日　
・国立公園指定記念日　・十六団子
・春の彼岸入り　・セントパトリックデー
・漫画週刊誌の日
・点字ブロックの日　
・精霊の日
・アカデミー賞設立記念日　
・ミュージックの日　
・春分の日　・電卓の日　
・LPレコードの日　・サブレの日
・国際人権差別撤廃デー　
・世界詩歌記念日　・カラー映画の日
・地球と水を考える日　
・NHK放送記念日
・春の彼岸明け　
・世界気象デー
・世界結核デー　・マネキン記念日　
・ホスピタリティーデー
・電気記念日　・散歩にゴーの日　
・ドラマチックデー
・カチューシャの歌の日

・世界演劇の日　
・さくらの日
・スリーマイルデー　
・シルクロードの日　・三つ葉の日

・社会保険料納付期限
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★ 青字は人事労務部門に関わる期日です

日々是好日カレンダー

・労働組合法施行記念日 
・春の全国火災予防運動（～ 3/7） 

・雇用保険被保険者資格取得届の提出

リーガルジョイントプレスリーガルジョイントプレス

会計年度末の多忙な時期には
ストレス解消などの対策も…。
おやつタイムに甘いお菓子も。

・東日本大震災発災の日　・いのちの日
・コラムの日　・パンダ発見の日

・作業服の日　・マリモの日　
・八百屋お七の日

　会計年度末となる 3 月は官公庁をはじめ多くの企業でも
事務手続きなどで多忙になる時期です。気候的には寒暖差
があって風邪などの体調不良にもつながりやすいので要注
意です。また組織変更や異動などで職場環境が変わること
も多くて、ストレスがたまりやすいシーズンでもあります。
３月 15 日から 21 日は厚生労働省が提唱する「こころの健康
づくり週間」にもなっていますので、心身ともに健やかに
過ごせるように心がけてください。
　暮らしの歳時記としては、３月３日に「上巳の節句」の
ひなまつりを迎え、14 日は「ホワイトデー」になり、20日
が「春分の日」です。甘いお菓子にまつわる行事が続くの
で、おやつタイムでストレス解消もおすすめです。

今月のトピックス

厚労省「Webミーティング（会議）で感染防止へ」

・円の日　・雑誌の日　・ミシンの日
・サッシの日　・バウムクーヘンの日

・国立競技場落成記念日　
・マフィアの日

　新型コロナウイルスによる働き方改革をめぐり、厚生労働省は、
全国の企業に対して従業員が安心して休めるよう職場環境を整える
ことや、Webミーティング（会議）を活用して感染のリスクを減
らすよう呼びかけています。
　当社が推奨しているWebミーティング（会議）用のツールとし
ては Zoomがあり、当社は積極的に実施・推進しております。当社
では、現在 30 名中 20 名がテレワーク業務をしています。ご希望・
ご相談がございましたらご遠慮なく各担当者までお問い合わせくだ
さい。

・年度末

ZOOMとは・・・
いつでも、どこでも、どんな端末から
でも会議ができる世界で一番使われて
いるクラウドサービスです。
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中小企業も 36協定の届出様式が変わります。
　働き方改革法案成立に伴い、2019 年 4月から大企業を対象に 36 協定の様式が変わりました。
そして 2020 年 4月より中小企業も様式が変わります。（2020年4月1日以降の期間のみを定めたものが対象）
今までおざなりになりがちだった 36 協定届の届出について、一層の注意が必要になります。以下、
新様式の内容と注意すべきポイントについて解説します。

　まず大きな変更点として、
●「通常の 36 協定」
●「特別条項付きの 36 協定」
の届出方法が区分されることとなりました。
「特別条項付き」とは、法定時間外労働の限度時間を
超える場合に特別な申し立てをするものですが、通
常の 36 協定届である「限度時間内の時間外労働につ
いての届出書」に加えて「限度時間を超える時間外
労働についての届出書」を別途届け出ることになり
ました。

新しい届け出方式は2つ

　そのほか、協定様式内に「上記で定める時間数に
関わらず、時間外労働および休日労働を合算した時
間数は、１箇月について 100 時間未満でなければな
らず、かつ 2箇月から 6箇月までを平均して 80 時
間を超過しないこと」という文言が加えられ、この
文言箇所にチェックをつけないと協定の有効性が否
定されることとなりました。

限度時間に対する注意喚起

限度時間を超える時間外労働についての届出書

　限度時間を超える時間外労働についての届出書に
ついては、今まで以上に記載に注意が必要となるで
しょう。
①臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合
その内容は、ただ単に「業務上の都合」というだけ
では足りず、突発的で止むを得ない事情があること
を書かなければならない

②限度時間を超えて労働させる場合における手続き
労働者側とどのように話し合うかを書かなければな
らない

③限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康
   及び福祉を確保するための措置
止むを得ず臨時に限度時間を超えて働かせた場合の
ケアの方法についてよく検討しましょう。
※ケアの方法についてはあらかじめ列挙されている。

※限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保
するための措置について、次の中から協定することが望ま
しいとされています

(1) 医師による面接指導
(2) 深夜業の回数制限
(3) 終業から始業までの休息時間の確保
     （勤務間インターバル）
(4) 代償休日・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓口の設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導

ご不明な点は、担当者：熊丸、白水、篠原、柴田、竹下裕志、西尾、松尾、後藤までお問い合わせください。

36 協定
の届出

36協定
（新様式）

36協定
（新様式）

限度時間を超え
る時間外労働に
ついての届出書

＋

限度時間内

限度時間超
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　多くの人たちは「謝罪」という言葉にネガティブ
な印象をもち、できれば自分は避けたいと思うはず
です。もちろん仕事上で「謝罪」するような事態は
避けるべきで、各々の業務管理やリスク対策は原則
的に重要です。しかし、仕事をしている中で思わぬ
ミスを起こしてしまうこともあり、思いもよらない
アクシデントに遭遇することもあります。そのよう
な場合に、顧客や仕事関係者を怒らせてしまったり、
迷惑をかけたりして、「謝罪」すべき状況になりま
すが、その謝り方によっては火に油を注ぐことにな
りかねません。
　正しい「謝罪」は、仕事をスムーズに進めていく
ための一つのコミュニケーション・スキルだと考え
て、ぜひスマートな「謝罪」を心がけてください。

スマート謝罪で、スムーズ業務を。
【仕事のコミュニケーション考】

「謝罪」は仕事の一つのスキルにも…。

スマートな「謝罪」のポイントとは…。

　そもそも仕事上で「謝罪」する事態になったとい
うことは、自分自身に非（罪）があって、そのこと
を謝るべき状況ということです。そのため大切なの
はできるだけ早いタイミングでの「謝罪」です。時
間が経つほどに相手の怒りは鎮まるどころか、逆に
悪化すると考えたほうが良いと思います。
　そのうえで「謝罪」する時に気をつけておきたい
ポイントとしては…

① 起こった事実を受け止めて自身で理解しておく。
② 事実について謝り、言い訳や言い逃れをしない。
③ 相手の立場や気持ちを考えて、善後策も伝える。
④ 相手の話もしっかり聞いて、共感の態度を示す。
⑤ 丁寧な言葉使いや表情・姿勢にも気を付ける。

「謝罪」時の表情・姿勢の注意点は…。

…などが注意点として挙げられます。
　例えば、交通渋滞などのアクシデントなどによっ
て時間の約束が守れなかった場合も、「自分の責任
ではない」という気持ちでは、責任転嫁していると
捉えられることもあり、スマートな「謝罪」にはな
りませんのでご注意ください。 

　アンケート調査で「謝罪」するときに気を付けて
いることを尋ねたら、「誠意をもつ」や「丁寧な言葉
使い」、「話をしっかり聞く」が上位を占めていまし
た。しかし、これらを実際に表現したり、実行する
のは簡単にはいかない場合もあります。その注意点
の基本としては…

《表情は…》   ☆暗くなりすぎず神妙な表情で。
　　　　　　☆眉間にシワを寄せないで。
　　　　　　☆目をキョロキョロ動かさないで。
　　　　　　☆相手の目を見すぎないで…など。
《姿勢は…》   ☆背筋を伸ばし猫背にならないで。
　　　　　　☆下を向いて、うつむかないで。
　　　　　　☆両足に重心を乗せ真っすぐ立って。
　　　　　　☆後ろ手を組まないで…など。
《相槌は…》    ☆「はい」
　　　　　　☆「ええ」
　　　　　　☆「ごもっともです」…など。

　
　これらの基本を参考にしながら、業種や職種ごと
の状況に応じて、よりスマートな「謝罪」をスピー
ディーにできるように努めてください。
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記事に関するご意見、ご感想等ございましたら mail@fukuokaroumu.comまでお聞かせください。

健康保険料・介護保険料が改定されます

　全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部の各保険料
率は下表の通りです。
令和２年３月分（４月納付分）から健康保険料率・介護
保険料率が改定になります。

労働者派遣事業で派遣先が整備する書類

このように派遣法改正により、派遣先にも備え付けておく必要
のある書類が多くあります。
書類不備による指摘を受けないよう、しっかり書類の整備をし
ておきましょう。

派遣元と派遣先がやりとりする書類

労働者派遣を行うにあたっ
て、派遣元と派遣先との間
で、継続的に労働者派遣を
する旨の「基本契約」を締
結します。

派遣する労働者ごとに、
個別具体的に労働条件な
どを定める場合に「個別
契約」を締結します。

派遣可能期間の制限のある
労働者派遣を受けようとす
る派遣先は、派遣元に対し
て、派遣先の事業所等につ
いて派遣可能期間の制限に
抵触する最初の日 (抵触
日 )を通知しなければなり
ません。

2020 年 4 月 1日より、同一労働同一賃金による派遣法改正が行われます。派遣元会社のみではなく、
派遣先会社においても、整備しておく書類があります。
これらの書類を漏れなくしっかり整備しておきましょう。

①労働者派遣基本契約書

派遣先においても、派遣労働者ごと
所定の記載事項を満たした「派遣先
管理台帳」を作成しなければなりま
せん。

⑤派遣先管理台帳

②労働者派遣個別契約書 ③事業所抵触日の通知

派遣先が備え付ける書類

健康保険料率
（福岡県）

介護保険料率
（福岡県）

現行
10.24%

現行
1.73%

改正後

改正後

10.32%

1.79%

(0.08％上昇）

(0.06％上昇）

健康保険料率
（長崎県）

介護保険料率
（長崎県）

現行
10.24%

現行
1.73%

改正後

改正後

10.22%

1.79%

(0.02％下降）

(0.06％上昇）

〒810-0031
福岡市中央区谷2-14-8
TEL 092-734-2300
FAX 092-734-2301

当事務所は福岡高等裁判所（新庁舎）の裏門から
徒歩１分です。ミニセミナーの開催も行います。
ぜひお気軽にお越しください。　　　　　
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・地下鉄七隈線　六本松駅
・西鉄バス 六本松バス停　
・福岡高等裁判所　　　   より徒歩 1分

より徒歩5分

アクセス

・労使協定方式　「待遇に関
する情報提供」
・均衡均等方式　「比較対象
労働者に関する待遇等に関す
る情報提供」
各情報提供の写しは、派遣終
了後 3年間の保存が派遣先に
も義務付けられています。

④労使協定・均衡均等方式
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2020年 3月 1日発行

不透明な「パワハラ」こそ、まず相談 !!

パワハラかも…と迷ったらまず相談を !!

春の強風対策と防火・防災対策を徹底 !!

年度末のストレスや花粉症にもご用心 !!　　

身体的な攻撃

精神的な攻撃

人間関係からの切り離し

過大な要求

過小な要求

個の侵害

　この数年来スポーツ界を揺るがしている「パワハラ」問題は、企業
も含めて現代の新たな社会問題になっています。すでに聞き慣れた言
葉になりましたが、実はその具体的な判断基準は明確化されていない
のが実情で、「パワハラ」に該当するか否かわかりにくい場合もあります。
　そのため現在、厚生労働省で「パワハラ指針」案が検討されている
ところです。定義としては「職場において行われる、優越的な関係を
背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
より、労働者の就業環境が損なわれるもの」とのこと。これは単に上
司から部下に対するものだけではなく、部下から上司に対してもあり
得ることです。仕事において必要
な教育のための指導や叱咤激励の
言葉に、なんでもかんでも「それ、
パワハラですよね？」と過剰反応
すると「逆パワハラ」となる場合
も…。迷いや不安があれば、まず
相談することが鉄則です。

パ
ワ
ハ
ラ


