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令和 1 年７月吉日 

顧問先各位 

関係者各位 

堀下社会保険労務士事務所  

社会保険労務士 堀下和紀 

 

好景気の経営者に課せられた使命は 

「投資費用（人件費等アップ）アップ以上の 

パラダイムシフト的売上アップ！！」 

 

日本は、沖縄は、好景気！！ 

 皆さんは、現実を直視すべきです。客観的にみて、日本、沖縄は好景気なのです。数年

前のデフレモデルのビジネスを行なっていてはダメです。 

 

 感覚的にわかるでしょう。一番わかりやすいのは、人手不足だということです。デフレ

モデルというのは、安売りビジネスです。牛丼２９０円、マクドナルド１００円、飲み放

題の居酒屋１９８０円などなどです。薄利多売でデフレの時はうまくいきました。失業率

も高かったですから、従業員も雇い放題でした。「雇ってやるよ！」的な感覚で従業員の雇

用が行われました。多くの最低賃金で雇用されるアルバイトやパート、契約社員がたくさ

んいました。サービス残業を強いても、クビにされれば仕事が探しにくいので、そこに声

を上げることはなかなできませんでした。 

 

 しかし、経済環境は激変しました。 

 

日本の景気浮揚のトリガーは、政府の政策

です。「日本銀行の輪転機をぐるぐる廻してお

札を印刷しまくる！！」安倍首相は、インフ

レターゲットを明確に示しました。２パーセ

ントの物価上昇を公言しました。 

 

 日本銀行の黒田総裁は、黒田バズーカを打

ちまくりました。本来、日本銀行は、政府と

一定の距離をとり、インフレを抑制すること
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をメインの使命にすることが多いのですが、黒田総裁は違いました。デフレで弱気になっ

た日本経済を安倍首相と歩調を合わせてインフレターゲット２パーセントを公言して憚り

ませんでした。財政政策も物価上昇を目指して出動しまくりでした。 

 

 日本経済浮揚のために円安誘導も積極的に市場介入されました。これにより日本の輸出

産業は海外輸出のためのアドバンテージを得て力を取り戻しました。 

 

 日本株式市場の株価も政府の積極的な介入により浮揚が図られました。日経平均８００

０円程度だったのが２２０００円程度までになっています。３倍近くの株価です。 

 

 不動産市場も同様です。リーマンショック後極めて低い地価だったものが何倍もの地価

となっています。不動産価格の上昇は、沖縄県は、全国の中でも極めて高いものになっ

ています。例えば、那覇の５８号線沿いの天久近辺で坪３０万円くらいだったものが今で

は坪１００万円を超えています。宮古島はもっととんでもないことになっています。宮古

島と橋でつながった後の伊良部の海側はとんでもないです。ちなみに、宮古島では１ルー

ムが月１０万円近くになっていたりします。 

 

 何が言いたいかというと、たった数年で日本の、沖縄の、経済環境は激変していると

いうことです。５年前のビジネスモデル、マネジメント手法では、うまくいくとは限ら

ないということです。デフレ経済環境下とインフレ経済環境下ではうまくいく企業の経営

方法は違うということです。 

 

 加えて、GAFA に代表されるインターネットを使った産業革命レベルのビジネスモデ

ルの大変革の波が来ています。 
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日本の生産性が低い 

 何度も繰り返し言いたいのは、世界的に見たときに、日本の企業の生産性が極めて低い

ということです。もちろん、沖縄の企業の生産性が低いのはいうまでもありません。 

 沖縄の企業と日本の企業の差以上に日本企業と世界の企業の差が大きいと思います。沖

縄の企業は、東京の企業を見習うのではなく、外国の企業を見習うべきでしょう。 

 

 沖縄の企業が東京の企業を見習っても大して生産性は上がらないと思います。もちろ

ん、少しは向上するでしょうがそれほど向上するとは思えません。マネをするなら世界の

企業をマネした方がずっといいと思います。 

 

 生産性の勉強をするなら、社長が自ら世界に出て勉強するべきだと思います。見にいく

なら、生産性ランキングの高い国のうちのどこかにはいくべきでしょう。 

 

 

 
 

 ある経営者がアメリカに家族旅行に行って、息子さんにこう言われたそうです。「ここか

ら向こうがセレブの住むタウン、そして、ここから向こうが貧困層が住むタウン。いいと

か悪いとかは置いといて、これが現実なんだ」と。 
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 世界に行かなければ、なかなか現実を直視することができないでしょう。公平（フェ

ア）をもっとも大事にすると言われるアメリカにはとてつもなく格差が存在しているとい

う現実を。 

  

 

生産性の定義 

 生産性の定義は、さまざまですが、簡単にいうと次の通りでしょう。 

 

日本は賃金が安すぎる！！ 

日本は、賃金が安すぎるんです。世界の賃金比較を見てください。 
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沖縄県の最低賃金は、ここ最近は、毎年、２０円以上づつアップ！！ 

安倍首相が２パーセントづつ最低賃金上げると言っていました。とことが最近は、最低賃

金を３パーセントづつ上げると言っています。８００円×３パーセント＝２４円です。 

 

さらに自民党として最低賃金の加重平均（全国平均みたいなもの）は、１０００円にする

と言っています。民主党は１３００円と言い、共産党は１５００円と言っています。与野

党ともに１０００円以上と言っていますから、財界がどんなにそれについて批判的であっ

ても政府は断行するでしょう。 

 

 そもそも私は、時給１０００円未満の労働者を使わなければ成立しない企業を経営し

ている社長は、社長でいることを考え直すべきだと思います。もちろん、これは、不遜

な意見だと言われることは承知で書いています。もちろん、これは、不特定多数のセミナ

ーなどの発言ではなく、優良企業が多い堀下事務所の顧問先だけに伝えている「堀下事務

所だより」での堀下の放言だと理解して貰えると思うからこそ記しています。 

 

 

 

 時給８００円で年間２０００時間働いて年収１６０万円です。時給１０００円で年間

２０００時間働いても２００万円です。社長として、そんな安い年棒しか払えないなん

て、情けないと思いませんか？私は、そう思います。 
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 今、日本の上場企業は、過去最高益を出す会社も多くあります。ところが、それをどう

しているかというと、内部留保にまわしているのです。万が一、不景気になったら、内部

留保で賄おうということです。また、従業員を不景気にクビにしやすいように非正規労働

者としているのです。 

 

 そんなのは、情けなさすぎでしょう。 

 

 

価格は需要と供給の関係で決定される 

 価格は需要と供給の関係で決定されます。これは、経済学の基本です。 
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 需要と供給の関係は、賃金も同様です。 

 

 人手不足（雇用の需要が増える）になると、賃金は上昇します。人手不足なら需要と

供給の関係で賃金が上がるのは当然です。 

 だったら、他の会社より先に高い賃金で優秀な従業員を確保することが得策と言えま

す。 

 

 

社長として地位を確保したいならパラダイムシフト的に売上アップせよ！ 

 社長の仕事は、①経営理念を達成すること、②稼ぐ仕組みを作る、そして稼ぐことだ

と思います。それができないのであれば、社長であってはいけないと思います。 

  

 低賃金で従業員を雇うことで利益を出すのであれば、悲しすぎることだと思います。

そんな会社に自分の子どもを入れたいと思いますか？そう思わないでしょう。 

 

 経済環境が数年で極めて大きく変化しています。漫然と経営していたのであれば、衰

退の一途をたどっていきます。ここで、大きくパラダイムシフトする必要があります。 
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【実例】社長を辞めた元社長 

 今月で、堀下事務所と契約が解除になる会社の実例です。飲食業です。もともと職人

上がりの社長は、１店舗目と２店舗目で成功を収めました。最大で５店舗まで店舗を増

やしました。従業員も数十人になりました。しかし、経済環境が変わり、様々な要因が

重なり、全ての店舗を営業譲渡することになりました。そして、自らは１職人に戻るこ

ととなりました。 

 

 その社長と話をしました。「僕は、その方がいいんです」と。極めて職人として能力

の高い方です。人間性も極めて良い方です。カリスマ性もあるでしょう。しかし、それ

でも企業を維持することはできませんでした。 

 

 しかし、その方は、人間としては全く悪くないでしょう。経営者として成功すること

ができなかった、ただそれだけのことでしょう。 

 

 

社長は職人ではいけない！社長は経営者でなければならない！！ 

 社長は、いつまでも職人ではいけません。仕事の大部分を職人として時間を過ごして

はいけません。それでは社長失格です。 

 

 これは、私自身にもいえることです。もちろん、私も職員として働きます。しかし、

それは、誰もができることではなく、誰にもできない、圧倒的に付加価値の高い結果を

出す仕事だけに限定しています。そして、高い報酬が生まれる職人としての仕事に限定

しています。けっして、エラそうにしているのではなく、従業員のため、社会のためな

のです。 

 

 ぜひ、みなさんも、振り返ってみてください。付加価値の高い仕事をしているかどう

かと。 
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就業規則の周知の必要性 

就業規則の周知の法的側面 

 「常時１０人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作

成し、行政官庁に届けなければならない」（労基法８９条）と規定

されています。 

 就業規則は、変更の都度、労働基準監督署に届出をする義務があ

ります。 

 「使用者は、就業規則、労使協定、労使委員会の決議を、常時

各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、書面を

交付することその他省令で定める方法によって、労働者に周知さ

せなければならない」（労基法１０６条）として、会社に周知義務

を課しています。 

 就業規則は、事業場ごとに備え付けるなどして周知しなくてはなりません。本社に行

けば就業規則を見ることができるのでは周知したことにはなりません。 

 

就業規則の具体的な周知方法 

１ 事業場ごとに、掲示板等に掲示する 

２ 事業場ごとに、いつでも、誰でも、取り出せる場所に置いておく 

３ 全従業員に配布する 

４ 
社内 LAN 等インターネットシステムで全従業員がいつでも、どこでも見ること

ができる状態にしておく 

 

就業規則の周知がやる気アップになる理由 

 労基法１０６条により就業規則は労働者に周知する義務があります。しかし、実際は

その義務を履行している企業が多くはありません。特に中小企業の場合、経営者が就業

規則を周知することに恐れをなしている場合があります。 

 現代はネットに多くの情報が氾濫しています。就業規則を周知しなければならない義

務は、多くの人が知り得ています。周知されていない企業は、それだけでブラック企業

の烙印を押されます。逆を言えば、就業規則を周知することはブラック企業を脱する一

丁目一番といえます。 

 

『「人事・労務」の実務がまるごとわかる本』 

（日本実業出版社 2018.4.20 堀下和紀他著）抜粋 
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●就業規則の絶対的記載事項（労基法８９条）

必ず記載しなければいけない事項

始業、終業の時刻

休憩時間

休日

休暇（年次有給休暇、育児休業、生理休暇など）

交替勤務の場合は交替勤務について

賃金（基本給や各手当）の決定方法

賃金の計算方法

賃金の支払の方法

賃金の締切日

賃金の支払日

昇給について

退職、解雇、定年の事由

退職、解雇、定年の際の手続き

定めをする場合、必ず記載しなければならない事項

労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること

安全及び衛生に関すること

職業訓練に関すること

災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること

表彰及び制裁の種類及び程度に関すること

この他、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに
関すること

労働時間に関すること

賃金に関すること

退職に関すること

●就業規則の相対的記載事項（労基法８９条）

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方
法、支払の時期に関すること

退職手当を除く臨時の賃金等（賞与、臨時の手当等）及び最低賃金額に関すること
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労働契約とは 

労働契約とは 

労働契約とは、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を

支払うことについて、労働者及び使用者が合意した契約」（労働契約法６条）です。 

 

使用者と労働者の権利と義務 

 次頁の「労働契約」の図をご覧ください。労働契約において、使用者と権利義務の基

本は次のように整理されます。労働者は労働力を提供する義務を負い、使用者は労働力

を受領する権利を有します。使用者は賃金を支払う義務を負い、労働者は賃金を受領す

る権利を有します。 

 次頁の「労働契約信義則」の図をご覧ください。労働契約法３条４項「労働者及び使

用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を

履行しなければならない」ことを図にしたものです。労働者は信義誠実義務を負い、使

用者は保護・配慮義務を負います。 

 

使用者の権利（労働者の義務）と労働法による使用者の権利の制限 

 次頁の「労働契約」の図をご覧ください。労働契約法３条により「労働契約は、労働

者及び使用者が対等の立場」であるべきものです。しかし、使用者の立場が歴史的に強

かったことを鑑み、立場の弱い労働者を保護するという立法趣旨により、各種労働法（労

働基準法、最低賃金法、雇用機会均等法など）により使用者の権利を制限しています。 

 一方、本来、使用者は賃金支払い義務を履行しており、労働者からの労働力を受領す

る権利（労働者の義務）を有していることは忘れてはいけません。 

 

労働者の義務 

１ 忠実義務 

２ 職務専念義務 

３ 職場環境維持義務 

４ 使用者の施設管理権に服する義務 

５ 秘密保持義務 

６ 信用維持義務 
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使用者 労働者

賃金の支払い

労働力の提供

義務

義務 権利

権利

労働契約

労働法

の制限

使用者 労働者

保護・配慮義務

信義誠実義務

義務

義務 権利

権利

労働契約の信義則
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堀下事務所だより７月号について 

歯科技工士の男性 

パワハラ、過労自殺で 4200 万円支払い命令 

 歯科医院で１９３時間の残業を行い、うつ病を発症し、自殺し、遺族が歯科医院に損

害賠償請求を行った事件で、福岡地裁は、４２００万円の支払いを命令しました。 

  

仕事中、仕事に関係したけがや病気の場合には、労災保険がおります。うつ病の場合

には、仕事に関係しているのか、関係していないのか、労災保険が適用されるかどうか

非常に微妙になります。この場合には、精神疾患に関する労災の認定基準が参考にされ

ます。簡単いうと、残業時間により、その適用か否かが判断される要素として大きな意

味を持ちます。４５時間以内の残業の場合、ほとんど労災が認定されることはありませ

ん。４５時間から８０時間未満の場合、フィフティーフィフティーです。８０時間以上

の場合、ほとんどが認定されるでしょ。 

 

労災認定と民事訴訟との直接的な関係はありません。しかし、間接的な関係は極めて

大きいと言えるでしょう。民事的な損害賠償請求の裁判においても８０時間以上の残業

が過重労働とみなされ、会社の責任を認定する大きな判断材料となると言えます。 

 

遺族の感情としても、人が死んだならば、会社の責任を問いたくなるのは当然でしょ

う。ましてや、労災が認定されたならば、遺族は、民事訴訟でも勝てると考えるのは至

極当然でしょう。また、堀下の経験からも、労災認定された場合、民事訴訟では、遺族

が勝つことが普通だと認識しています。 

 

一般的に、「人が亡くなったなら３０００万円から」というものだと考えています。労

災でおりるお金と民事訴訟のお金は別物です。 

 

 ひるがえって、この歯科医院では、１９３時間の残業ですから歯科医院が裁判で負け

るのは当然のことでしょう。４２００万円は一般的な金額でしょう。もしかすると１億

円くらいまで金額が大きくなってもおかしくありません。賠償は、民間の保険に加入し

ていなければ、事業主がキャッシュで支払わなければなりません。この歯医者さんが４

２００万円を支払うことができないのであれば、自己破産するしかないでしょう。 

 

 過重労働をさせるというのは、それほど重大なことだということです。 
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半日指定はできる？付与日を統一している場合は？ 

年次有給休暇の時季指定義務Ｑ＆Ａ 

  

●４月１日の法改正で、１０日以上の年次有給休暇を付与される労働者に対して１年間

で５日の年次有給休暇を取得させることが義務になりました。 

 

「だって、有給取れと言っても本人が取らないんだもん」という言い訳は通用しない

ということです。単純に結果として５日、会社から無理やりでも取らせなさいという法

律です。 

 

 ５日取らせてない場合、法違反で、労基署が是正勧告しますよ。というものです。罰

則は、１人あたり３０万円です。 

 

 

●対象は、正社員のみならず、パート、アルバイトを含めて、１０日以上の権利を持つ

全員です。時給制の人の有給の管理が大変になると思います。 

 

 

●会社の時季指定 

 これは、会社ごとに色々考えてください。皆が自発的に５日以上有給をとるなら、会

社は、時季を指定する必要はありせん。しかし、とる人と取らない人の差が出ることが

多いでしょうから、会社ごとに工夫する必要があります。 

 

 総務は、毎月、給与計算する際にチェックするのが良いかもしれません。 

 

 事前に、シフトに組み込むなど、計画的付与を行うのも良い方法でしょう。 

 

 

●半日指定 

 法律上は、年次有給休暇を半日でとる制度を設ける必要はありません。しかし、半日

の制度を設けるのはいいことだと思います。堀下事務所も半日有給の制度を取っていま

す。０.５日の半日有給を１０日とったならば、５日の有給の強制取得義務を果たした

ことになります。 

 １時間単位の有給は法律上やる必要はありません。おすすすめもあまりしません。理
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由は管理が非常に煩雑になるからです。 

 

 堀下事務所は、毎月１回プレミアムフライデーとして午後を休業としています。これ

を年次有給休暇として利用することもできます。０.５×１２ヶ月＝６日。これだけで

５日の強制取得を満たしたことになります。 

 

 ちなみに、堀下事務所のプレミアムフライデーは、２回に１回、ボーリング大会やビ

ーチパーティーなどの懇親会としています。概ね１３：００から１７：００開催です。

昔は、夜の飲み会が多かったですが、今は、昼間の懇親会に変化させています。 

 

●年休の管理簿 

これが多くの会社で見落としていると思います。４月１日の法改正により、有給を、

誰が、いつ、何日取得したかを管理した台帳を備え付けておくことが義務になりました。 

 

 これまでは、法定３帳簿（労働者名簿、賃金台帳、タイムカード）だったのが、法定

４帳簿として、「有給管理簿」が加わります。 

 

 給与システムには、有給残日数しか入っていないので、ダメです。その場合、エクセ

ルなどで管理する必要があります。 

 

 堀下事務所の勤怠管理システム（ネット DE 就業）には、「有給管理簿」が自動的につ

いています。 

 

 

 

アルバイト探しで重視することは？ 

 アルバイトが希望する時給は、１０００円から１１００円が２７％と一番多いという円

ジャパンのアンケートが出ています。全国でアンケートしたものですから、単純に沖縄の

数字を表してはいません。 

 

しかし、今、沖縄県のアルバイトの時給は、全国平均に比較しても決して低いとは言え

ないです。堀下の感覚で言えば、沖縄でもアルバイトは１０００円近く、９００円くらい

の時給は希望しています。８００円は最低必要と言えるでしょう。飲食店や小売業は９０

０円の時給も一般的になってきています。 
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企業の教育訓練費用は？ 

 厚生労働省が OFF―JT（社外の社員教育）の費用についてのアンケートを公開しました。

１人あたりの平均額が１４０００円とのこと。堀下に言わせると、「全然安すぎる！！」と

思います。これは、３０人以上の企業について平均を取っています。平均ですので、中央

値とは異なります。小さい企業では安い金額、大きい企業は高い金額を支払っていると思

います。 

 

 堀下から言わせると、優良企業は、１人あたり数万円、１０万円以上もざらにあると

思います。ちなみに、上場企業は数十万円、１００万円以上あると思います。 

 

 他の企業との差別化を図りたいのであれば、教育費用を十分かけることだと思います。 

採用においては、教育費用をかけていることをホームページなどで宣伝することが採用

に寄与すると考えられます。 

 

 堀下事務所では、「ほめたつ」（褒める達人、「褒める」ことを習慣化する）のコンサルテ

ィングに３００万円ほど支払いしました。従業員３０人で割ると、１人あたり１０万円の

教育投資です。「ほめたつ」はすごく社内環境の向上に寄与しました。そして、この様子を

随時、フェイスブックや採用ホームページなどで宣伝しました。応募してくる人たちは

これをしっかり見ています。当然、採用に寄与しています。 

 

 

 

募集時に受動喫煙防止策の明示を 

 

労働条件通知書に、「屋内原則禁煙（喫煙室あり・なし）」を明示する必要が来年４月から

行うことが必要となります。 

 

 

 

希望する障がい配慮、１位は「通院への配慮あり」 

「精神・発達障害」の人に対するアンケートでは、「通院への配慮が欲しい」との結果が

出ています。 
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高齢者の社会保険 年齢ごとに手続き 

 ６０歳以上の労働者に対する社会保険の取り扱い、色々と複雑ですね。概要だけ、事務

の方は覚えていただいて、詳細は、堀下事務所の担当者に聞いてください。 

 

 

 

LINE で労働条件を明示してもいい？ 

 ２０１９年４月より労働基準法（施行規則）が改正され、労働条件通知書をメールな

どで送ることでも OK となりました。詳しいことは本文を読んでください。 

 

 

 

社員 SNS 対策は必要？ SNS の利用を禁止できる？ 

全ての SNS の利用を禁止することはできません。 

ただし、 

 就業時間中の SNS の利用は禁止できます。 

 会社の名誉や信用を損なうような投稿は禁止できます。 

 秘密を漏らすような投稿は禁止できます。 

 社名を明示していなくても、上司や顧客の悪口、仕事の不満の投稿は禁止できます。 

 社内の写真や動画の撮影は禁止できます。 
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会社の強いミカタとして、労働トラブルを解決します！！ 

  

インターネットだから、全国最速！！ 数日で手続き完了！ 

 

１０００人以上の会社も安心！人手不足なら、完全なアウトソーシングがおススメ！！ 

 

 もう、タイムカードはやめましょう！ 

 

コストを考えたら、最新システムの活用のみという選択肢もアリ！！ 
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堀下社会保険労務士事務所は、貴社の完全なインターネット化・

ペーパレス化を支援し、生産性向上に寄与します！！ 


