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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！】

　9月1日は防災の日です。また9月は台風などによる風水害が多発する季節でもあります。
この時期だからこそ、自社の防災対策の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
　
　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。



雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間

以上、かつ、31日以上の雇用見込がある場合

に被保険者となりますが、65歳以降に新たに

入社した人については、この条件に関わらず

被保険者にはならないとされています。ただ

し、65歳以前から適用事業所に引き続き被保

険者として雇用されている場合には、高年齢

継続被保険者として65歳以降も継続して被保

険者として取扱われます。

これについて、平成29年1月1日からは65歳

以降に新たに入社した人も、条件を満たせば

雇用保険の被保険者となることになりました。

なお、平成29年1月1日時点で、入社時にす

でに65歳以上であったために雇用保険の被保

険者となっていない人も被保険者となり、平

成29年3月31日までに手続きを行うこととさ

れました。該当者がいないかを確認の上、手

続きの準備を進めておきましょう。

65歳以上の被保険者で一定の要件を満たし

て退職し、求職活動をする場合には、基本手

当ではなく、被保険者であった期間に応じた

高年齢求職者給付金（一時金）が支給される

ことになっています。来年から新たに被保険

者となる65歳以上の人についても、高年齢求

職者給付金が支給されることになります。

さらに、現在は支給対象外となっている介

護休業給付や、教育訓練給付等についても支

給対象となります。

現状、年度初日（4月1日）時点で満64歳以

上の被保険者については、雇用保険料が被保

険者負担分、事業主負担分ともに免除されて

います。今回の被保険者の適用拡大にあわせ、

この免除制度が廃止され、原則どおり保険料

の徴収が行われることになります。ただし、

経過措置として平成31年度分までは現状の免

除制度が継続されるため、実際には平成32年

度から、年齢に関わらず全員が雇用保険料の

徴収の対象となります。

平成28年3月29日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、

雇用保険料率の変更や、介護休業給付の給付率の引上げが行われました。こ

れらの他にもこの法律により、平成29年1月には、雇用保険の被保険者範囲の

拡大、平成32年度からは雇用保険料の免除制度の廃止が決まっています。そ

こで、今後の変更点について確認しておきましょう。

雇用保険情報

来年より拡大となる
雇用保険被保険者の範囲
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1.雇用保険の被保険者の適用拡大

被保険者の適用拡大に伴い必要となる届出等に関しては、今後詳細が決定され、案内が行

われることになっています。また、高齢者を多く雇用している事業主にとっては、今後、保

険料の負担が大きくなることから、高齢者を一定割合以上雇用した場合の助成措置等を導入

することが予定されています。これらの情報にも注目していきましょう。

3.平成32年度から始まる保険料徴収

2.65歳以上の人に対する給付
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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. 退職後の競業避止義務は、一定の合理的な範囲においてのみ認められる。

2. 退職後に競業避止義務を課す際には、就業規則または個別の契約に定めが必要で、競業

避止義務を課す期間や場所の範囲などを限定しておくべきである。

競業避止義務とは

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

知り合いの会社で、従業員が同業に転職したことにより、会社の機密情報が漏れて
しまったという話を聞きました。会社として何か対策をしたいところですが、同業
に勤務しないと誓約させることはできるのでしょうか？

総務部長なるほど。同業で勤務しないことを誓約させることについては、在職中と退職後に
分けて考える必要があります。まず、在職中については、従業員は、同業の会社と
掛けもち勤務をしたり、競合となるような事業を自分で営んだりすることはできな
い（競業避止義務）とされています。

社労士

そうですね。就業規則に定めておくべきでしょう。次に退職後については、就業規
則や当事者との個別の契約に定めがあれば、一定の範囲で競業避止義務を課すこと
が可能とされています。そもそも従業員には職業選択の自由があり、際限なくこの
競業避止義務が課せられると、この自由を侵すことに注意しなければなりません。

確かに、これまでの経験を活かして同業に転職することが制限されると、転職が難し
くなりますね。ただ、一定の範囲とは具体的にどのようなものになるのでしょうか？

なるほど。競業避止義務があるのですね。そのような内容を就業規則に記載する必
要はありますか？

競業避止義務を課す期間や場所の範囲などを、合理的な範囲で限定しておくことに
なります。また、一般社員やパートタイマーなど機密情報に触れる機会が少ない人
については、同業への転職を制限する合理性がありませんので、制限すること自体
が難しくなります。

なるほど。競業避止義務を課すことができるか否かを検討し、課すことに合理性があ
る人については、個別に誓約書を結ぶなどの対応が必要ですね。
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また同業への転職に関して、守秘義務についてはこの競業避止義務とは別に考える
必要があります。

顧客情報や会社の機密情報を持ち出さないように、守秘義務についても対策をしてお
くことが重要ですね。

はい、守秘義務について退職時に誓約させるということもありますが、これは在職時
においても重要です。そのため、入社のタイミングにも誓約させて、情報管理に関す
る意識付けを行っておくことが好ましい対応になるでしょう。
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健康診断を受診した後には、医師等により

異常がないか、異常の所見がある（有所見）

かが診断されることになっています。平成27

年の有所見者の割合（有所見率）をみると

53.6％となっており、過半数の労働者が有所

見者という状況になっています。

この有所見者については、医師等からの意

見を聴取し、下表の就業区分と就業上の措置

があれば、その内容を健康診断結果へ医師等

に記載してもらうことになります。そして、

この医師等の意見を勘案し、会社がその必要

があると認めるときは、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、深夜業の回数の減少等の措置

を講じたり、医師等の意見を衛生委員会等へ

報告したりするなどの対応が求められます。

労働基準監督署の調査では、この有所見と

された後の医師等からの意見聴取を行ってい

ないとして、是正勧告が行われる事例が多く

なっていますので、いま一度、健康診断結果

を確認しておきましょう。

健康診断の結果、特に健康の保持に努める

必要がある労働者については、医師や保健師

による保健指導を受けるように勧めることで、

健康への意識が高まります。

また、有所見者のうち、一定の項目に異常

の所見があると診断された場合には、労災保

険法に基づく二次健康診断を受診することが

できます。受診の義務付けはできませんが、

受診を勧めることを検討しましょう。

September 2016労働安全衛生法情報

定期健康診断（以下、「健康診断」という）を秋に実施している企業も多い

のではないでしょうか。そこで今回は、健康診断実施後において、企業に求め

られるフォローと、健康診断に関して労働基準監督署によく指摘される事項に

ついてみておきましょう。

健康診断実施後のフォローと
監督署によく指摘される事項

1.有所見者への対応

2.診断結果に応じた勧奨

この他、常時雇用する労働者数が50人以上の事業場については、健康診断の結果を所轄労

働基準監督署に提出することになっていますので、実施後、確実に提出しておきたいもので

す。

区分 内容 就業上の措置の内容
通常勤務 通常の勤務でよいもの ―

就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、
出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制
限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数
の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により⼀定期間勤務させ
ない措置を講じる。

表 医師からの意見聴取の内容
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 人運強い女です。 
          昨年 12 月から毎月のように週末東京へ通っていたアサーティブトレーナー養成講座が８月に  

最終試験を向かえました。集まったメンバー１1 名「みんなで合格しよう」と、ゴールに向けて 

必死で学び、悩み、そして時には涙したことを振り返りながら、試験後は一緒に学んだメンバーと 

打ち上げで大いに盛り上がりました。年齢も職業もばらばら、暮らす場所も北海道から九州まで 

と様々なメンバーですが、今回の研修を通じてすばらしい仲間に出会い、つながることが出来た 

ことは自分にとって大きな財産だと感じています。ビジストのメンバーとの出会いもそうですが、私 

は「人との縁の運」を持っているようです。これは、親類や友人からもよく言われていまして、 

人運強い女です（笑）★★★ 

研修期間中、ひたすら大阪と国立の往復だったため、今回初めてちょっと東京見物も、と思

っていたのですが、そこは運がなかったようで、（通常は晴れ女なんですが・・・）あいにくの台風

です。大雨洪水警報の中、朝早くから浅草に寄ってきました。（こうなったら根性です！） 

歩行者は、ほんの少しの外国人、そして雷門の提灯は半分しか見えない、 

そんな中、合羽を着て検針のお仕事される 

方を見つけました。ご苦労様ですと声をかけ 

たくなりました。 私もがんばらなくっちゃ！ 
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ピラティス 100 回達成！ 
 

ピラティスってご存知ですか？ジョセフピラティス（ドイツ人）が考案したエクササイズです。 

第一次世界大戦に従軍看護師として負傷兵にリハビリのため、寝たままの姿勢で、筋肉が固まら

ないように手足のエクササイズ、背骨のストレッチ、体の奥の筋肉の強化をしながら運動不足を解

消する目的でできたものです。ニューヨークのスタジオが話題になり、ダンサー、俳優、スポーツ選

手へと広がってきたようです。と前置きが長くなりましたが、肩こり解消と体力をつけるために知人

のすすめで、1 年半前からスタジオに通い始めまして、先日 100 回目を迎えました～！ 

肩こりがひどく、ヨガ、ホットヨガ、骨盤矯正、枕矯正、整骨院など、かなりいろんなことをやってきま

したが、なかなか改善されず・・・。ピラティスでは、背骨を動かす動作が多く、マットで寝転がって

いるだけですが、かなり体幹が鍛えられ、肩を動かすのがずいぶん楽になりました。そのうえ、下

腹、脚全体、腹回りと引き締まってきました。最初はトレーナーの方が言って 

いることが理解できないし、ポーズができなかったけど、皆さんについていけ 

るようになり、楽しくなってきました。姿勢もよくなりとても効果を感じています。 

尾崎も通い始めましたよ（笑）年齢とともに、心身の健康への配慮が大切だな 

と思うこの頃です。深い呼吸とともに集中して運動するので、一種の瞑想状態 

になり、ストレス解消にもおすすめです。 

 

 

 

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 
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海外旅行解禁 
数十年ぶりにハワイに行ってきました。日本の温泉地の話題が多かったので、ドメスティックな 

人間と思われがちですが、私は外国旅行通です。社労士になってから、封印しておりましたが、 

ヨーロッパ、アジア、アメリカへは相当数訪問しており、イタリア語を初級程度は話せます。 

     個人的に好きなリゾートはマレーシアのランカウイ、アメリカのマイアミ、フランスのアルカッション 

ンと南部のモナコ、ポリネシアのパラオ、スペインのバルセロネータ、マラガ、イタリアは雰囲気だ 

けポルトフィーノ、タオルミーナ等、語りだしたら止まりませんね。 

何をこんな自慢しているのかという感じですが、何を言いたいかというと、 

それらすべてあわせても私のトップ 3 に入る好きなリゾートはハワイです。 

買い物、食事、アクティビティー、海、安全さ 

気楽さ、このあたりの総合評価点で上位な場所です。 

今回は主人の強い希望でパールハーバーの博物館も 

行ってきました。私自身はハワイには、必ず、また行きます。 

「Ｉ shaｌｌ come back！」 

磯部 和代 
（かずよちゃん） 

剣山ハイキング 
昨年の夏は、海遊びばかりでしたが、今年の夏は、 

海には行かず山にいました。 

徳島県は、剣山です。大阪から車で、約 5 時間、剣山登山口 

（標高 1420m）に到着しました。目指すは、剣山山頂 

（標高 1955m）からジロウギュウ（標高 1929m）です。 

剣山頂上へ行くには、登山口からリフトに乗り、リフト降り口（標高1750m ）から、登山道が3つ

に分かれていて、ルートを選び向かう方法と、登山口からリフトには乗らずリフト降り口の分岐ま

で登り、そこからルート選択する登山道があります。まずここで、リフトに乗るか乗らないかでひと

悶着。ジロウギュウまで行くなら、リフトに乗らないと日が暮れるまでに戻って来れないとのこと

で、リフトに乗ることにしました。（ズルしました）リフト乗り場に行くと・・・登山客は一人もいませ

ん。そうですよね。。登山ですもんね。。みんな登りますよね。。リフトを降りて選んだ登山道は、

7・8 月に咲く高山植物「キレンゲショウマ」の見れるルートにしました。ラッパのような形をした黄

色い花をつける植物です。大汗かきながら、剣山登頂！頂上からの景色は、空の青・自然の

緑・ジロウギュウまでのびる一本の登山道が本当に美しく、もうひと頑張りしようという気持ちにさ

せられました。約 1 時間後、ジロウギュウ登頂。頂上ではアブが大発生！！滞在時間 1 分、

逃げるように下山しました。 

色々ありましたが、夏の登山もいいものですね。夏山は、虫に注意です。 

今月の一冊 
リオオリンピック終わっちゃいましたね。 

体操団体に泣き、卓球に泣き、テニスに、レスリングに、リレーに泣きに泣いた今年の 

夏・・・。それ以上に選手を支えた技術や人々のストーリーが大好物な私。 

この夏、手にしたのは池井戸潤の「陸王」です。足袋作り百年の老舗がランニングシューズ 

「陸王」開発に挑む物語。Ｔｈｅ池井戸ワールドなエンターテイメントストーリーだよねと面白 

く読みましたが、本作の隠れたテーマは、「真のビジネス関係とは、上下関係なのか」という 

ことを感じます。作品中でも、選手とメーカー、銀行と企業、買収する会社と傘下に入る会 

社、メーカーと資材提供の会社、社員と会社。様々な関係が描かれています。最後にオリ 

ンピックで紹介されていたテニスの錦織圭選手のラケット秘話をお裾分けします。 

錦織選手のラケットは「ウィルソン製」。ウィルソン担当者は彼が小学校のころから 

会社が反対するにもかかわらず、市販モデルを提供し、応援していたのだとか。 

錦織選手がプロになったとき、複数の会社からオファーがあったけれど、「ウィルソン 

しか使わない」。お寿司屋さんでそれを聞いた担当者は泣きそうになったそうです。 

今回のメダル獲得の立役者でもあるんですね！拍手! 

 

西村 眞理 
（にしむらさ～ん） 

 

平井 佳代子 
（かよちん） 
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