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株式会社ビジネススタイリスト

大阪府大阪市中央区南船場2-4-8長堀ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ
TEL：06-6210-5635／FAX：06-6210-5638

【ビジストNews！】

　旧暦では、5月が夏の始まりになるそうです。クールビズも5月がスタートになったよう
に、暑い日が増えてきますので、お体をご自愛ください。

　掲載内容に関してご不明点等あれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。



育児・介護休業等に関して以前は育児に大きな注目が集まっていましたが、

ここ 近は「介護離職ゼロ」という言葉をよく耳にするようになるなど、介

護に対する関心が急速に高まっています。今後、団塊の世代が後期高齢者と

なる平成37年頃には、介護が人事労務の分野で大きな問題となることが予想

されており、介護をしながら働き続ける人の「介護と仕事の両立」への対応

が求められることになります。これに関連し、今国会で育児・介護休業法が

改正され、平成29年1月1日に施行されることが決定しました。

法改正情報

来年1月に施行される
介護休業制度等の法改正

May 2016

1.現状の介護に関する制度

3.介護休業給付金の給付率の引上げ

現状の介護に関する制度は、介護休業制度

をはじめとして、介護休暇、介護のための時

間外労働の制限、介護のための深夜業の制限

および介護のための所定労働時間短縮等の措

置（短時間勤務、フレックスタイム制度等か

らの選択）が設けられています。

ただし、これらの制度はあるものの、実際

に介護を行う労働者にとって、使いづらい面

も多くあるということで、今回、制度の改正

が行われました。

2.改正された介護に関する諸制度

その他、介護休業を取得した際の賃金の補

償も変更されます。具体的には、介護休業を

取得した際に被保険者に支給される雇用保険

の介護休業給付金の給付率を賃金の40％から

67％に引き上げるというものです。これは平

成28年8月1日に施行されます。

今回の改正では4つの制度について、変更

もしくは新設がなされました。

①介護休業の分割取得（変更）

これまでは、原則、対象家族1人につき1要

介護状態ごとに1回であった介護休業を、93

日を限度として、対象家族1人につき3回まで

分割して介護休業を取得できるようにする制

度

②介護短時間勤務制度の創設（新設）

要介護状態にある家族を介護する労働者

（介護休業を取得していない労働者）が申し

出た場合には、短時間勤務を取得できる制度

③時間外労働の免除制度の創設（新設）

要介護状態にある家族を介護する労働者が

請求した場合には、時間外労働を免除する制

度

④介護休暇の半日単位取得（変更）

これまでは、1日単位とされていた介護休

暇について、半日単位でも取得できるように

する制度

②は連続した3年間という期間の上限があ

りますが、③については、要介護状態にある

家族を介護する間は、期間の上限なく請求で

きるものとなっており、介護が長期間にわた

る場合には、時間外労働の免除も長期になる

可能性が高くなっています。

現状、出産と育児に関しては女性を中心に対応が進められていますが、介護については男
女の幅広い年代で切り離せない問題となるでしょう。法改正に対応して制度を導入すること
も重要ですが、それと共に、働き方そのものの見直しも検討しなければならない時期が来て
います。
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このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを社労士とその顧問先の総務
部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

【ワンポイントアドバイス】
1. 労働時間管理については通達が出されており、その中で、自己申告による労働時間の把握につい

ては、自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要
に応じて実態調査を実施すること等が求められている。

2. 労災認定においては、IC定期券等の乗車記録についても場合によっては労働時間の資料として用
いられることが示されている。

労働時間管理を行う際の注意点

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

当社では労働時間の把握を自己申告制で行っていますが、他社ではどのようにされ
ているのでしょうか？

総務部長各社様々ですが、少し前に、厚生労働省が実施した過重労働解消キャンペーンの中
で、労働時間の管理方法についての調査が行われています。5,031事業場について
の回答結果は以下のようになっています。
・タイムカードを基礎 ：2,050事業場
・自己申告制 ：1,778事業場
・ICカード、IDカードを基礎 ： 900事業場
※監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用して

いる場合があるため、重複がありうる。

社労士

そうですね。労働時間管理については、通達「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基準」が出されています。ここでは、使用者の現認もしくは
タイムカード等の客観的な記録が原則とされており、自己申告制を導入する場合には
以下の3点を注意する必要があります。
① 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正

しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
② 自己申告により把握した労働時間が、実際の労働時間と合致しているか否かについ

て、必要に応じて実態調査を実施すること。
③ 従業員からの労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設

定するなどの措置を行わないこと。

言われてみれば、当社には毎日同じ時刻が記載されている者がいますので、実際の
労働時間が申告されているかどうかの確認が必要ですね。

全体的に見るとタイムカードを導入しているところが多いですね。ただ、当社と同
じように自己申告制により労働時間を把握している事業場も多くありますね。

そうですね。またこれは労災認定に関係する内容になりますが、今年2月に通達「労災
補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」が出され、タイムカード等の実
労働時間と直結する資料が得られない場合は、IC定期券等の乗車記録の確認を行うこ
とが記載されています。

IC定期券ですか！？確かに定期券であれば出勤・退勤時間を予測することができますね。
これを機会に、実際の労働時間が記録されているかどうかを確認し、長時間労働を減ら
していく取組を行うことにします。

May 2016
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May 2016社会保険情報

健康保険には、従業員のみならず、従業員の扶養家族も一定の要件を満たし
た場合には、被扶養者として加入することができます。この被扶養者は、保険
料を負担することなく病気・けが・死亡・出産について保険給付が行われるこ
とになっています。今回はこの被扶養者の範囲と、10月から変更となる同居要
件の内容も確認しておきましょう。

健康保険の被扶養者の範囲と
10月から変更となる同居要件

1.被扶養者の範囲

2.被扶養者の収入要件

協会けんぽでは、平成28年度についても、高齢者医療制度における納付金・支援金の適正
化及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている家族が、現在もその状
況にあるかを確認する被扶養者資格の再確認を実施する予定です。対象となる事業所には、
6月上旬より、順次、被扶養者のリストが送付されてきますので、確実に確認をし、届出を
提出するようにしましょう。

被扶養者の範囲とは、後期高齢者医療制度

の被保険者等である人を除き、以下に該当す

る家族をいいます。

① 被保険者の直系尊属、配偶者（双方に戸

籍上の配偶者がない内縁関係も含む）、

子、孫、弟妹で、主として被保険者に生

計を維持されている人

② 被保険者と同一の世帯で主として被保険

者の収入により生計を維持されている①

以外の被保険者の三親等以内の親族

③ 被保険者と同一の世帯で主として被保険

者の収入により生計を維持されている被

保険者の配偶者で、内縁の配偶者の父母

及び子

「主として被保険者に生計を維持されてい

る」とは、被保険者の収入により、その人の

暮らしが成り立っていることをいい、被保険

者と同居でも別居でもよいことになっていま

す。また、「同一の世帯」とは、同居して家

計を共にしている状態をいいます。

る」もしくは「被保険者と同一の世帯で主と

して被保険者の収入により生計を維持されて

いる」必要があります。これらは原則として
同居、別居により以下の基準で判断すること

になっています。

・同居の場合

収入が年間130万円未満（60歳以上の方ま

たは障害者の方は年間180万円未満）であり、

被保険者の年間収入の2分の1未満であること

・別居の場合

収入が年間130万円未満（60歳以上の方ま

たは障害者の方は年間180万円未満）であり、

被保険者からの仕送り額より少ないこと

3.10月から変更となる兄・姉の

同居要件

10月から変更となる点は、1の②の部分で

あり、これまで被保険者と「同一の世帯」で

あることが要件となっていた被保険者の兄姉

について、同居の要件が撤廃されます。これ

により、被保険者の兄姉も1の①に分類され

ることとなります。これにより、これまで兄

姉と別居となっていることで被扶養者の要件

に該当しなかった人について、新たに被扶養

者として認められる可能性が出てきます。
1.のように、被扶養者の範囲としては、

「主として被保険者に生計を維持されてい
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がんばった自分にご褒美！ 
先月４月２１日より実践型リーダーシップ研修第 5 期が始まりました。 皆様にご支援いただき、

第５回目を開催できましたこと、お礼申し上げます。今回も、優秀な方々と一緒に学べることを、と

てもうれしく思います。参加いただく皆様が、熱心にひたむきに受講いただくので、特に初回は、毎

回力が入り過ぎてしまい、研修終了後はエネルギーボタンが赤く点滅状態です・・・。 

それで、頑張った自分にご褒美！？ということで、姫路に遊びに行ってきました。 

ＨＰで調べるとお城に入るのに整理券が必要とか？そうなの～？と、覚悟し行った 

のですが、何とか整理券は要らずに天守閣まで上ることができました。（ただひた 

すら、列を成して上る感じですが・・） スマホを片手にＡＲの各ポイントでかざすと、 

昔の再現映像を見る事が出来たり、面白い仕掛けもあり、白さが増した綺麗な 

白鷺城鑑賞を楽しむことが出来ました。移動距離に加え結構の上り下りに、城前 

の休憩所では外国の方々から「ベリータイヤード」と言った声がもれ聞こえ、一緒に行った 

パートナーからは「足が・・。もう無理！」の呟きが。(笑) 富士山目指してウオーキングを 

続けている私は平気で～す（ふふ、継続は力なり） 美術館横にクローバーが咲いていた 

ので、四葉探しを。なんと 5秒で見つけることが出来ました。ラッキー！良い事ありそう☆ 
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2016 

六甲山トレッキング 
友人が経営者仲間のトレッキング部に入ってまして、私も便乗して六甲山に登ってきました。 

旅行先などで、軽く森林浴程度に山の中を歩いたり、遊歩道を散策したりすることはあっても、トレ

ッキングって、大丈夫かしら？ついていけるのかな、と少々心配に。靴だけは、ちゃんとしたものを

買おうと、誘ってくれた友人にどこで靴買ったらいい？と相談して、大阪駅の桜橋側にあるアウトド

ア専門店を教えてもらいました。靴だけじゃなくて、もういっそのことすべて揃えてしまおう、とお店

で「初めてトレッキングいくんだけど、全部一式揃えたいんです」と言ったら、とっても元気なお姉さ

んが、接客してくれ、色、デザイン、機能性の説明も丁寧で、楽しく一緒に選んでくれました。 

そのおかげで、あっという間に、はやりの山ガールになることがで

きました（笑） 当日は、阪急芦屋川に集合し、ロックガーデンを

目指します。靴のせいかとっても快調に歩くことができて、息も切

れずに、目的地まで到着。コーヒーをご馳走になって、下山。 

４時間ぐらいのコースでしたが、山と海、梅も見れてなんとも 

清清しい休日でした♪ 

次は、GWに有馬までのコースに挑戦します。 

 

 

 

 

 

大西 美佳 
（みかりん） 

磯部 西村 大西 平井 

福永 
尾崎 

東京オフィス 

大阪オフィス 

尾崎 貴子 
（たかちゃん） 

 

2015.8プライバシーマーク 

を取得いたしました。 

大阪オフィス 



 

 

2016.5                           2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

売り上げが 1000万上がった顧問先 
私の出身地は群馬県の高崎です。地元で、歯医者様を紹介され 1 年前くらいから従業員

研修と人事制度構築、就業規則の整備をすべて任されるようになってきています。特に、研

修は私が見て、ここが足りないと思うところを研修したり、従業員に考えさせて仕組つくりをしな

がら、ようやくいろいろなことが動きはじめている印象を受けておりました。 

 まずは、クレド作成をしてそれに基づき自分たちのクリニックをどうよくしていくかということを最

初は行っていましたが、院長からは始めてからすぐに「院内の様子が変わったから、この後も

全面的にサポートして欲しい」と言われ、ずっと関わらせていただいております 

 私のミッションはずばり、「人的資源の効率的利用で売り上げを上げる！」ことだと思ってお

り、院長には最初から「私が関わってからどのくらい売り上げが伸びたかを教えて欲しい」と言

ってありました。研修やコンサルをした結果で会社が良くなっただけでは、道半ばだと思ったか

らです。その結果、院長から売り上げが 1000万円ほど上がったということを聞いて、大変うれ

しく思いました。もちろん私だけの力ではありません。この顧問先様はもともと伸びしろがあると

私は最初から感じていたので皆さんの努力の結果です。 

磯部 和代 
（かずよちゃん） 

フリーライブへ行ってきました 
４月某日、平日夜に大阪天満宮でフリーライブがあるということで、会社帰りに行ってきまし

た。大阪出身のエゴラッピンというアーティストのライブです。ヴォーカルの力強い声と、楽器と

の融合が、とても魅力的なアーティストです。（私事ですが、昨年の結婚パーティで彼らの音

楽をＢＧＭとして使用しました）なんと天満宮本社が、ステージになっていました。人でいっぱ

いのため、ステージには近づけず、少し離れて観覧です。（2000 人?はいたと思います）歌謡

曲のようなメロディと歌声、それにスカが合わさると迫力満点です。私と同じように仕事を終え

てきた人、お参りにきたご老人、子供連れの家族、ビール 

片手に大盛り上がりの外国人等々みんな気持ちよさそうに 

音楽に合わせて体を揺らしていました。野外で聴く音楽は、 

最高ですね。約 1時間で 10曲を演奏しライブは終了。素敵 

な時間を（しかも無料でっ！）過ごす事ができ、大満足しました。 

（写真は、ステージ横から撮影したのもです。。） 

テンションが上って撮った為よく分からない写真ですが、 

楽しんだということお察しいただければ幸いです） 

【無知の知】 
インターネット検索によると・・・ 

『自分自身が無知であることを知っている人間は、自分自身が無知であることを知らない人

間よりも賢い。また同時に真の知への探求は、まず自分が無知であることを知ることから始ま

るということ。哲学者ソクラテスの言葉、概念。』 とありました。 

入社後、わからないことや、失敗して落ち込むことが多かった私を励ましてくれた人から 

言われた言葉です。「無知の知やな！自分が知らないんだということを知っているお前は、 

向上心を持って、わからない業務にも取り組んでるんやろ？そう思える気持ちがあるから 

こそ、今よりも向上もしたいと思えるし、その気持ちが大事なんやで！」と・・・。 

新たに業務を覚える時、何かに失敗して落ち込む時、ただ落ち込むだけでなく、 

「新たな業務に携われて嬉しい」、「自分が失敗したということに気付き 

反省することができたから、次は同じ過ちをしないようにしよう！」と 

考えることができるようになりました。 

ネット上ではこの言葉について、色々な解釈がされていますが、 

私はこの気持ちを持って業務に取り組み、 

ＢＳＴの事務のスペシャリストを目指したいと思います！！ 

 

平井 佳代子 
（かよちん） 

 

福永 あゆみ 
（あ～ちゃん） 

 


	[2016年5月号]
	①2016.05月スタッフ便り（完成版）

