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『支部総会開催』
５月２０日令和 5年度の支部総会が開催しました。開催に先立ち、令和４年度において

東海支部に貢献されました４名の方を、財団理事代表が表彰するもので、東海支部長の高

藻啓充氏が表彰状と記念品を授与しました。引き続き、昨年逝去されました北村浩康、三

輪泰治両先生の御霊に黙祷を捧げました。

総会の司会を川澄琴枝氏が行い、支部長の高藻啓充氏が議長となって進めました。

1 号議案、令和 4 年度事業報告は、副支部長の早川晃氏が朗読説明し、2 号議案会計報

告を会計の村田誠一氏が行い、監査報告は、監査の武藤誠氏・安藤秀司氏が行い、いずれ

の議案も承認されました。

引き続き、3 号議案、令和 5 年度行事計画案を副支部長の早川晃氏が説明し、予算案を

会計の村田誠一氏が行い、この議案も承認されました。今年度より月 1回の定例の研修会

の担当講師は 1名とし、開催時間は、13時 30分、終了時間を 16時 30分の３時間とし、

出席者との意見交換時間を長くしました。

表彰状受賞者（敬称略）

宮川安江 村田誠一 武藤 誠 川澄琴枝

『警視庁と警察庁の違い』
警察庁とは、都道府県警察の統括指揮、監督管理を行う警察行政機関のことで、全国の

警察組織のトップです。日本の警察は、警察庁と都道府県警察の 2つの組織に分かれてお

り、国の省庁である警察庁を頂点として、東京都警察の本部である警視庁や、都道府県警

察本部が置かれています。警察庁に勤めているのは、警察の総職員数約 30万人のうち 8000

人前後で、職員は国家公務員で霞ヶ関にある合同庁舎内で働いています。主に東京大学や

京都大学といった名門校を卒業したキャリア官僚で組織されております。

警視庁とは、東京都を管轄区域とする警察行政機関で、国内最大の警察組織として首都

・東京を守り続けています。各都道府県警察に勤める地方公務員は、約 28万 8000人、そ

のうち警視庁に所属しているのは 4 万 6000 人です。高校や大学を出て警視庁職員として

採用され、警察学校を出たノンキャリアと呼ばれる人で構成されています。警視総監は、

東京都を管轄する警察組織である警視庁のトップの役職で、警察官として最高位の階級が

適用されており、警察庁長官の次に位置します。

通巻５４９号

ＪＭＥＣ経営労務

コンサルタント部

東 海 支 部

通巻５５０号

令和５年６月１７日発行
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『裁量労働制について考える』

裁量労働制とは、使用者が業務の進め方

や時間配分など具体的に指示せず、労働者

の裁量に委ねる制度で、「能力を活かせる

働き方」「自由な働き方」として注目を集

めています。

労働基準法では以下の 2 種類の裁量労働

が認められています。

(1)専門業務型裁量労働制

①新商品や新技術等の研究開発業務、②

情報処理システムの分析、設計業務、③記

事取材、編集などの業務、④新たなデザイ

ンの考案業務、⑤放送プロデューサー、デ

ィレクター業務、⑥コピーライター業務、

⑦システムコンサルタント業務、⑧インテ

リアコーディネータ業務、⑨ゲームソフト

の創作業務、⑩証券アナリスト業務、⑪金

融商品の開発業務、⑫大学教授の業務、⑬

公認会計士業務、⑭弁護士業務、⑮建築士

業務、⑯不動産鑑定士業務、⑰弁理士業務、

⑱税理士業務、⑲中小企業診断士業務です。

(2)企画業務型裁量労働制

事業運営に関する事項の企画・立案・調

査・分析の業務について認められていま

す。

企画業務型裁量労働制を導入するには、

労働者側の代表者を半数以上含む労使委員

会において、5 分の４以上の多数による決

議が必要です。

裁量労働制では(1)仕事の進め方を自分

で決められる、(2)勤務時間を自分で決め

られるの 2 点で、労働者にとっては、これ

らの裁量を生かして能力を発揮し、自由な

働き方ができるメリットがあります。

従って、業務をどのような手順で行うか、

仕事を完成させるため、具体的にどのよう

な作業を行うか、業務の時間配分をどうす

るかといった、細かな業務の進め方につい

ては、裁量労働で働く労働者が自分で決め

られます。従って、始業・終業時刻を決定

するのも裁量に含まれ自分で決められると

言うことです。

裁量労働制にはデメリットもあります。

（1)残業代が支払われない、(2)労働時

間に制限されないと言うことです。

一見すると高待遇に見えても、残業代が

支払われないため、労働時間に比べて賃金

が割安になってしまうケースもあます。

裁量労働制を導入する企業には、対象労

働者に対する健康福祉確保措置を講ずるこ

とが義務づけられています。

裁量労働制で働く労働者は、会社の健康

福祉確保措置を効果的に活用しつつ、過重

労働に陥らないように仕事をコントロール

しなければなりません。それができる人で

あれば、裁量労働制で働くことに向いてい

ると言えるでしょう。

『91 歳交通誘導 2 級合格』

浜松市の警備会社ドリームに勤務する永田逓児さん(91 歳）は、航空自衛隊浜松基地に

勤務していたが、退官後 1998 年同社に入社した。昨年 5 月、国家資格の交通誘導警備 2

級に挑戦し最高齢で合格した。

試験勉強は毎日早朝に 1 時間、勤務を終えてから 2 時間ほど教本を読み、誘導や護身術

の実技も学んだ。受験者の多くは 40 ～ 50 代で、合格率は 60%という。
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『マイナ保険証の方がお得』

4 月から「マイナ保険証」を使わない人

の医療費が、更に引き上げられことになっ

た。

現在、初めて病院や診療所を受診したと

きの医療費は、従来の健康保険証の方が、20

円（3 割負担で 6 円）高くなるように設定

されている。4月以降は特例措置として 40

円（3 割負担で 12 円）に広がることにな

った。ただしオンライン資格確認のシステ

ムを導入している一定の要件を満たした医

療機関を受診した場合だ。今回の加算は、

全国の医療機関にマイナ保険証に対応でき

るシステムが普及するまでの期間限定の措

置となっている。

これまで病院や診療所などを利用すると

きは、自分が加入している健康保険組合を

証明するために、「健康保険被保険者証」

を提示することになっていた。

この保険証の代わりに、マイナンバーカ

ードの個人確認機能を使って、本人確認や

健康保険組合の特定を行うのが「マイナ保

険証」で 2021年 10月に本格導入された。

そして普及を促すために、2022 年 4 月

の診療報酬改定で、マイナ保険証に対応で

きるシステムを導入した病院や診療所に対

して、通常の医療費に加えて、マイナ保険

証関連の加算が付けられることになった。

だが、この時の診療報酬体系は、マイナ保

険証を利用した患者の方が、健康保険証で

受診した患者よりも、医療費が高くなるよ

うに設定されていた。

そこで、2022 年 10 月、マイナ保険証の

利用者の方が、健康保険証を利用するより

も、医療費が安くなるように見直しが図ら

れた。

● 4月からマイナ保険証では初診時加算が

20 円だが、旧健康保険証では 40 円が 60

円に引き上げられ、再診は、マイナ保険証

にない 20円の加算が付く

●加算はオンライン資格確認システム導入

済み、又は申請中の医療機関で適用される

● 24 年秋までに現行保険証は廃止、マイ

ナ保険証に移行したくない人は「資格確認

証」の発行手続きを自分で行う必要がある。

このように、医療機関はマイナ保険証に

対応できるシステムを整えつつあるが、肝

心のマイナンバーカードの交付率は 2023

年 3 月 12 日時点で 75.4%。まだ 2 割強が

カードを取得していない状況だ。

カードを取得していなければ、当然のこ

とながら、マイナ保険証の機能も使えない

が、国は 2024 年秋までに従来の保険証を

廃止し、マイナ保険証に一本化する方針を

打ち出している。マイナンバーカードを取

得するかどうかは個人の自由で、マイナ保

険証の登録をしない人については、従来の

保険証に代わるものとして「資格確認書」

を発行することになっている。資格確認証

の有効期限は 1年間で、更新もできるので、

今後もマイナ保険証を登録しなくても健康

保険の適用は受けられる。だが、資格確認

書は、原則的に必要な人が自分で申請する

もので、自動的に発行されるものではない。

国がマイナ保険証を導入した目的は、医

療分野にもデジタルトランスフォーメーシ

ョンを取り入れることで業務を効率化し、

患者に質の高い医療を提供する目的だ。だ

からこそ 4月からマイナ保険証関連の医療

費を引き上げる特例措置を行い、マイナン

バーカードの普及を急いだ。マイナンバー

カードの申請をしていない人の中には、一

人暮らしの高齢者で自分では手続きができ

ない人も含まれている可能性がある。患者

の利益のために導入したはずのマイナ保険

証によって、保険適用が受けられないとい

う不利益を蒙る人を作り出してしまう。国

が責任を持って丁寧にフォローしていく必

要がある。
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『脳の特性を理解して作業効率を高める』

脳は、大脳、脳幹、小脳の３つに大きく

分かれており、全体の約８割を占めるのが

大脳です。大脳には、思考と行動をコント

ロールする「前頭葉」、感覚や知覚を司る

「頭頂葉」、聴覚や記憶を司る「側頭葉」、

視覚を司る「後頭葉」の４つのパーツが含

まれています。

人間と動物を比較したときに、大きく異

なるのが「前頭葉」の前にある「前頭前野」

の割合です。人間の「前頭前野」は、大脳

の中の 30%を占めていますが、動物の中

で最も大きいチンパンジーなどでもせいぜ

い７～ 10%位いです。

「前頭前野」は、考える・記憶する・感

情をコントロールする・判断する・応用す

るなど、人間にとって重要な働きを担って

おり、この働きをうまく使うことで仕事の

作業効率を高めることができます。この前

頭前野は、仕事で集中力が必要なときに働

く、「ワーキングメモリ（作業記憶）」の

機能を持っています。しかし、このワーキ

ングメモリは容量が決まっており、それを

超えると機能が著しく低下します。従って

仕事に集中してパフォーマンスを高めるた

めには、ワーキングメモリの容量内で最大

限に使いこなすことが必要になってきま

す。また「前頭前野」には、“硬直化”と

“得意時間”という特性があります。脳の

中の情報は、何らかの外部からの刺激によ

って、使う部位を変えていかないと硬直化

するのです。ですから、「前頭前野」を使

って考えたり集中したりすると、ドンドン

頭が硬直化してしまうので、適度に休憩を

入れたりリラックスした状態にしてあげた

方が、硬直化を避け思考と集中のパフォー

マンスを回復させることができます。

考え事や発言をする際には 45 分に１回

は休憩を入れた方が、パフォーマンスが高

くなること２万人の実証実験でもわかって

います。個々の人によって、どれくらいの

時間が最適化は変わってきます。８社 4500

人で行った行動実験では、25 分～ 45 分の

間隔で作業をすると効果が出やすいことが

分かりました。個人の作業だけでなく、社

内の会議時間を 60分でなく 45分にしたと

ころ、発言数は増え、時間通り終わる確率

が高まりました。また、Slack（デジタル

・チームコミュニケーションツール）など

で資料作成などの共同作業をする際も 45

分１セットにした方が、結果として短い時

間で完成させることができました。これは、

「ポモドーロ・テクニック」と呼ばれ、締

め切り時間を意識させて集中力を増す方法

として、多くの方が活用し成果を残してい

ます。

起床してから 13時間程度が経過すると、

脳の機能は急激に低下します。６時の起床

なら夜 19 時までです。それ以上の残業は

非効率と言えます。タイムリミットの視点

から言うと、集中すべき仕事、難しい案件

や重要な意思決定など、脳の負荷の高いも

のは脳が元気な午前中に行い、19 時以降

の残業はパフォーマンスが下がると理解し

ておいた方が良いでしょう。
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脳の前方にある「前頭前野」は、複雑な

情報を扱うと負荷がかかりパフォーマンス

が弱まってきます。多くのことを考える時

間が蓄積されるとメモリ容量を超えてしま

いますから、午前中に考えた方がパフォー

マンスを発揮できるわけです。したがって、

トラブル対応やマーケティング手法の改善

など、の会議は午前早めに開催するのが良

い。睡眠から完全に覚醒し、通勤ラッシュ

の疲れを回復した午前 10 時が最適な時間

と言えます。

一方、脳が疲れた方が、他の脳機能が活

性化する傾向もあります。思考や集中をコ

ントロールしている「前頭前野」は 16 時

ぐらいから疲れ始めて機能が低下していき

ます。一方で、感覚を司る「頭頂葉」は「前

頭前野」が疲れ始めてから機能が高まりま

すので、創造的なアイディアを出すなら 16

時移行が理想的です。

生産性を高める上で、ある程度の隙間を

作ることは必要です。心のゆとりを持った

方が、新しい発想が生まれます。脳はリフ

レッシュすると長く動かすことができるの

で、夕方まで高いパフォーマンスを発揮す

ることができます。

このように、脳の特性を理解し、集中が

必要な作業は午前中にし、お昼明けは眠く

なるのでライトな作業を行い、新しい企画

を発想するのは夕方にする方が成果は出や

すくなります。

月刊社会保険より

『斎場「残骨灰」から副産物』

京都市は、「市中央斎場」で火葬後に出る残骨灰から抽出した貴金属の売却を進めてい

る。収益は施設の修繕などに当てるといい、その額は 1年半で２億円あまりに上った。

斎場は市内唯一の火葬施設で、1981 年に稼働を始めた。残骨灰は敷地内にある収蔵ス

ペースに収めていたが、満杯に近づいたため、骨を細かく砕いて容量を減らす「減容化」

を 2021 年度に開始。「そのままのスペースだと、22 年度に満杯になる可能性がある」と

いう。

減容化の過程で金歯や人工関節、ペースメーカーに含まれる金やプラチナなどの貴金属

が分別可能となり、市は売却を決めた。あくまで「副産物」と言う位置付けだ。

売却は他の自治体でも行われているが、死者の尊厳や遺族の感情にも関わるため慎重な

意見もある。市の担当者は「財政難のために行っているわけではない。個人が最後に残さ

れた物なので、大切に活用していきたい」と説明している。

市は 21年 4月～ 22年 9月の売却額が約 2億 2100万円になったと発表。23年度は斎場

の空調設備の更新や胎児専用火葬炉などの修繕、告別ホールの備品購入などに充てるとい

う。
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『パートは有給・ボーナスなし』

ある従業員 200 人の地方物流会社のパ

ート社員は有給・賞与はもらえないか。

＜登場人物＞

Ａ子：28 歳。物流管理課で事務担当、

令和 3 年 5 月入社のパート社員で週 4 日

・1 日 7 時間勤務

Ｂ子：27 歳。令和 3 年 4 月入社の正社

員で週 5 日・1 日 7 時間勤務。Ａ子と同

じ物流管理課の業務

Ｃ：甲社の社長。会社の労務管理全般を

取り仕切っている

Ｄ：甲社の顧問社労士

昨年５月入社したＡ子は、課内のメン

バー 20 人の中で年齢が近いＢ子と仲良

くなった。Ｂ子はＡ子に有給休暇を取っ

ての旅行を誘ったが、お金がないからと

言って断られた。「先週ボーナスが出た

ばかりじゃない」というと「パート社員

にはボーナスが出ない、それに有給休暇

も取れないの」と聞き、Ａ・Ｂ子二人で

Ｃ社長に「Ｂ子さんと同じ仕事をしてい

るのにボーナスが全くないのは不公平」

と交渉した。Ｃ社長は、「我社は就業規

則でパートタイム労働者は、有給休暇も

ボーナスもでないことを定めている」と

返事でしたが、Ｂ子は「パートも有休が

取れることは法律で決まっています」と

反論した。甲社長は顧問社労士Ｄに問い

合わせることにした。

Ｃ社長はＤ社労士に、有給とボーナス

支給の件でアドバイスを求め、次の回答

を受けた。

＜有給の付与条件＞

(1)雇用した日から 6 ヶ月間継続で勤務

していること

(2)所定労働日数の 8 割以上出勤してい

ること

次の場合は出勤したものとして取り扱

われる。

産前・産後、育児休業、介護休業して

いる期間。

原則、所定労働日数から除外するもの

として会社都合の休業期間

「この(1)(2)の両方を満たしていれば、

従業員の雇用形態には関係なく有給を付

与する義務があります。ですから、パー

ト社員のＡ子さんも当然付与対象になり

ます」

Ｃ社社長は「じゃＡ子さんはいつから

何日間の有休が取れるんですか？」

Ｄ社労士は、次の表を見せた。

＜労働基準法で定められた有給の付与日

数＞

「Ａ子さんの場合は、1 日労働時間が 7

時間×週 4 日なので、週所定労働時間は

28 時間。入社日は令和 3 年 5 月 1 日な

ので(2)の条件をクリアしていれば、令

和 3 年 11 月 1 日（雇用した日から 6 ヶ

月後）に、7 日の有給が発生します。ま

た、その後 1 年間継続し、出勤率が 8 割

以上であれば今年の 11 月 1 日に新たに

8 日の有給が付与されます。」

「ウチの会社では、荷物の区分け係りと

して週 1 日のみ 4 時間勤務で 10 人のア

ルバイトを雇っていますが、彼らも有給
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の付与対象ですか？」

「この場合、入社日から雇用契約時に決

められた週 1 日の労働日に 8 割以上出勤

していれば、6 ヶ月後には 1 日の有給が

付与されます」

「えーっ、1 日 4 時間しか働いていない

のに有給付与するの？」

「有給の付与基準には 1 日あたりの労働

時間は関係ないので、短時間しか働かな

い社員でも条件が合えば付与対象です」

「パート、アルバイト社員が有休を取っ

た場合にはその日の給料を払うんです

ね」

「普通は『有給取得日に予定していた所

定労働時間×時給』で計算した額の賃金

を支払います。先ほどのアルバイト社員

の例では 4 時間分ですね」

「それからボーナスの件ですが、6 月と 12

月に正社員だけ対象にボーナスを支払っ

ています。パート社員にもボーナスを出

さないと法律違反になりますか？」

「ボーナスは有給付与と違い、現状では

絶対に法律違反とは言い切れません。し

かし、正社員とパート社員の待遇格差に

関して、『同一労働同一賃金』の考え方

があり、同じ企業・団体で勤務する正規

雇用労働者（正社員）と非正規雇用労働

者（パート・アルバイト・派遣社員）間

での不合理な待遇の解消を是正する（同

一労働同一賃金）パートタイム・有期雇

用労働法が大企業は 2020 年 4 月 1 日、

中小企業は 2021 年 4 月 1 日から適用さ

れています。」その内容は次のような説

明をした

(1)正規雇用労働者と非正規雇用労働者

間で、職務の内容、業務に対する責任の

範囲、転勤や配置転換の有無、その他の

労働条件等を比較して、勤務形態が全く

同じ場合は、差別的取り扱いをしてはな

らない（均等待遇）

(2)正規雇用労働者と非正規雇用労働者

間で、(1)の項目を比較して、勤務形態

が全く同じではない場合は、その違いを

考慮したバランスのとれた待遇にしなけ

ればならない（均衡待遇）

(3)非正規雇用労働者が非正規雇用労働

者と待遇格差について、非正規雇用労働

者が企業に理由の説明を求めた場合は応

じる義務がある。

○企業が非正規雇用労働者に対して、不

合理な待遇差別を行っていることの罰則

はないが、非正規雇用労働者から民事訴

訟を提起され、裁判で不合理な待遇差を

認められた場合、損害賠償として正社員

の待遇との差額の支払いが発生すること

もあり得る。

「Ａ子さんとＢ子さんの違いは、勤務日

数ぐらいで仕事の内容や責任の程度はほ

ぼ一緒です」

Ｃ社長は「今年の冬のボーナスから支給

する方向で検討します。」

「有給制度についても、個別の給料明細

書に正規社員と同じく有給の残日数など

のデーターを載せ、有休の取得を奨励す

るようにしました。」

「おもしろ川柳」

○リハビリに、足腰鍛え、膝痛め ○歩こう会、アルコール会と、聞き間違え

○君の名は、老人会で、流行語 ○目覚ましの、ベルはまだかと、起きて待つ

○誕生日、ローソク消して、立ちくらみ ○アーンして、昔ラブラブ、今介護
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『行政情報』
「建設業に時間外労働の上限規制」

2024年４月１日から建設業に時間外労働の上限規制が適用されます。

「ドコモ、本人確認の健康保険証終了」
ＮＴＴドコモは、携帯電話新規契約時などの本人確認書類として健康保険証などで行っ

てきましたが、不正な契約や不正利用が増加しているため５月中旬で終了し、以降は運転

免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などで確認する

こととした。

「最低賃金３区分に簡素化」
最低賃金は、都道府県を４ランクに分けて決められているが、３区分に簡素化すること

になった。現行の区分は、A ランクが東京。大阪など６都道府県、B が長野・富山・兵庫

など 11府県、Cが北海道・宮城・石川など 14道県、Dが岩手・福島など 16県ですが、A

から Cまでのランクに再編し、ＡとＢで労働者数の９割程度を占める方向です。

「感染症危機管理統括庁新設」
新型コロナウイルス対応の教訓を踏まえ、初動の迅速化を図る目的で、内閣官房に「二

画感染症危機管理統括庁」を新設。省庁や関係機関とのやりとりを一元化する。

７月１５日（土） 日本特殊陶業市民会館 第２会議室 13 時 30 分より

演題 「建設業の雇用管理」 講師 岩田弘美氏

８月１９日（土） 日本特殊陶業市民会館 第２会議室 13 時 30 分より

演題 「消費税の不課税と非課税」 講師 高藻啓充氏

「私の独り言」

小学校の登下校の挨拶運動と交通安全見守りをおこなっている。最近児童と慣れてきた

のかよく話しかけてくるようになった。「赤信号で車がいないのになぜ渡れないのか」「歩

行者用の信号はあるが、交差点と少し離れた信号のないところで横断すれば赤でも渡れる

か」。回答に困ることがある。そん時は、「信号は何故あるか考えて」と宿題を与えてある

が回答はない。道路でドッチボールを拾ってきた。法律上これは遺失物であるため警察に

届けるべきである。10 円玉でも同じである。これをネコババすると窃盗罪となる。学校

側は全て名前が記載することにされているので本校の児童のものであれば終礼時に照会す

るから持主に戻るとしている。明らかに社会人の物であれば警察に届けるべきと思う。


