
ハイライトハイライトハイライトハイライト::::    

●改正ﾊﾟｰﾄ労働法が施行 

●「年金記録問題」全受給

者・加入者9,500万人に

「ねんきん特別便」発送

開始 

●過労が原因で自殺した外

科医に労災認定 

 

発行日:平成20年４月20日 

さめじま社会保険労務士事務所 

５月号（第２号） 

◆◆◆◆重要情報重要情報重要情報重要情報をををを他社他社他社他社へへへへ漏洩漏洩漏洩漏洩！！！！ 

ある会社の社員が会社の重要情報を他

社へ漏らしてしまい、処分決定まで自宅

謹慎するように会社から命じられまし

た。1週間の謹慎後、減給処分となりま

したが、会社は「謹慎中は無給」と言い

渡しました。就業規則には謹慎に関する

規定は特になく、社員は納得できない様

子です。  

 

◆◆◆◆規定規定規定規定がなくてもがなくてもがなくてもがなくても謹慎処分謹慎処分謹慎処分謹慎処分にににに付付付付すことはすことはすことはすことは

可能可能可能可能    

社員の行為が就業規則で定めた懲戒事

由に該当する場合、会社は処分内容を決

定します。処分決定をする前の段階とし

て「自宅謹慎」や「自宅待機」を命じる

ことがありますが、就業規則にこれらの

扱いに関する規定がない場合、そのよう

な謹慎・待機命令を下せるのかという問

題が生じます。 

大企業に比べ中小企業では、就業規則

に謹慎に関する扱いを明記していないと

ころが多いかもしれません。結論から言

うと、そのような規定がなくても、処分

決定前の自宅謹慎を命じることは、会社

の指揮命令権の一環である業務命令とし

て可能です。 

会社の業務命令として自宅謹慎を命じ

た場合、社員が「働きたい」と言っても

会社はこれを拒否することができます。

会社には社員の行為が懲戒事由に当たる

のか調査する必要があり、職場秩序を維

持するためであれば当該社員に自宅謹慎

を命じることもやむを得ないと認められ

るためです。 

◆◆◆◆「「「「謹慎謹慎謹慎謹慎」」」」のののの付与名目付与名目付与名目付与名目によってによってによってによって異異異異なるなるなるなる賃賃賃賃

金支払義務金支払義務金支払義務金支払義務    

処分決定前に自宅謹慎を命じる場合の

扱いをめぐる裁判には、「懲戒処分では

なくても、会社側に職場秩序維持の理由

などがある場合」に謹慎を命じることが

できるとしたものの、このような場合の

自宅謹慎は当面の職場秩序維持の観点か

らとられる一種の職務命令であることか

ら、使用者には謹慎期間中の賃金の支払

義務があると判断したものがあります

（日通名古屋製鉄作業事件・平成３年７

月22日名古屋地裁判決）。 

他方、謹慎命令が、懲戒規定に基づい

た「処分」として出されたものならば、

謹慎期間中は無給でもよいとされていま

す。例えば、調査のために1週間休むよう

に命じた後、懲戒処分として再び1週間休

むように命じた場合、後者の期間は無給

となります。 

しかし、処分対象の社員に会社内で強

い権限があれば、安易に証拠をもみ消す

ことができるおそれもあります。前述の

名古屋地裁判決は、このような場合には

「不正行為の再発、証拠隠滅のおそれな

どの緊急かつ合理的な理由」があるとし

て、例外的に処分決定前の謹慎でも無給

にできると判断しています。ただし、こ

の要件は厳格で、該当するケースはかな

り限られます。  

 

◆◆◆◆このこのこのこの問題問題問題問題にににに関関関関するするするするポイントポイントポイントポイントはははは？？？？    

 ポイントは次の通りです。 

１．規定がなくても、会社は業務命令と 

して自宅謹慎を命じることができる。 

２．自宅謹慎が懲戒処分として会社が命

じたものである場合は、当該期間は無給

でよい。 

目次：    

処分決定前処分決定前処分決定前処分決定前のののの自宅謹自宅謹自宅謹自宅謹
慎期間慎期間慎期間慎期間をををを無給扱無給扱無給扱無給扱いにいにいにいに
できるかできるかできるかできるか？？？？    

P1P1P1P1    

各業種各業種各業種各業種にににに広広広広がるがるがるがるパーパーパーパー
トトトト・・・・契約社員等契約社員等契約社員等契約社員等のののの正正正正
社員化社員化社員化社員化のののの動動動動きききき 

PPPP２２２２    

『『『『年 金 記 録 問 題年 金 記 録 問 題年 金 記 録 問 題年 金 記 録 問 題』』』』
『『『『ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便』』』』
をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる状況状況状況状況 

P2P2P2P2    

労災労災労災労災がががが認定認定認定認定されたされたされたされた最最最最
近近近近のののの事例事例事例事例からからからから 

P3P3P3P3    

上場企業上場企業上場企業上場企業のののの法規制法規制法規制法規制はははは
４４４４月月月月からはこうからはこうからはこうからはこう変変変変
わったわったわったわった！！！！    

PPPP３３３３    

政府管掌健康保険政府管掌健康保険政府管掌健康保険政府管掌健康保険がががが
1,5771,5771,5771,577億円億円億円億円のののの赤字赤字赤字赤字をををを
計上計上計上計上 

P4P4P4P4    

５５５５月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの
手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付納付納付納付
先先先先］］］］    

P5P5P5P5    

処分決定前処分決定前処分決定前処分決定前のののの自宅謹慎期間自宅謹慎期間自宅謹慎期間自宅謹慎期間をををを無給扱無給扱無給扱無給扱いにできるかいにできるかいにできるかいにできるか？？？？  

SRS News 
Sharoushi Samejima News 



◆◆◆◆改正改正改正改正パートパートパートパート労働法労働法労働法労働法がががが施行施行施行施行 

非正規雇用労働者が働く人の３人に

１人を占めるまでに拡大しているな

か、４月１日から改正パート労働法が

施行されました。同法では、パート労

働者の通常の労働者（正社員）への転

換を推進するための措置を講ずるよう

に事業主に義務付けています。 

厚生労働省が発表した「労働経済動

向調査」（２月）の結果によれば、過

去１年間に正社員以外から正社員に登

用した実績のある事業所の割合は41％

となっており、特に製造業、飲食店、

宿泊業、サービス業などでその割合が

高くなっています。今後の方針につい

ては、64％の企業が「正社員に登用し

ていきたい」としています。 

 改正法の施行を機に、非正社員を正

社員化する動きはますます広がってい

きそうです。 

◆◆◆◆パートパートパートパート・・・・契約社員契約社員契約社員契約社員をををを正社員正社員正社員正社員にににに 

東京都に本社を持つ日用雑貨販売大

手の株式会社ロフトでは、パート社

員・契約社員のうち、今後、希望する

者を正社員としていくそうです。同社

が雇用しているスタッフは約3,300人

で、そのうち正社員は約400人。１年契

約の社員は280人、半年契約の社員は

2,650人で、そのうちの2,350人が正社員

になることを希望しているそうです。 

なお、新規採用者については、６カ月

間の見習い期間を経て、正社員か有期雇

用かの選択を行います。 

ちなみに、正社員化に伴う同社の総額

人件費は、約１割程度増加する見込みだ

そうです。 

 

◆◆◆◆製造大手製造大手製造大手製造大手ではではではでは派遣社員派遣社員派遣社員派遣社員をををを直接雇用直接雇用直接雇用直接雇用などなどなどなど

にににに切替切替切替切替ええええ    

また、派遣社員を多く抱えるキヤノン

本体・グループ18社では、子会社を含め

た工場などの製造現場で働く約1万2,000

人の派遣社員の受入れを年内にも全面的

に打ち切り、半数を直接雇用の期間社

員、残りの半数を請負会社との契約に切

り替えることを発表しました。 

同社は以前から『偽装請負』があると

して労働局などから指導を受けており、

派遣契約への切替えをすすめていました

が、直接雇用と請負とに再編する方針を

決めたようです。 

建機製造トップのコマツでも、2009年

３月末までに工場で働く派遣社員全員を

期間社員に切り替える方針を明らかにし

ています。 
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受け取っても、「具体的な情報が載っ

ていないのでわかりにくい」「昔のこと

で思い出せない」という人が多いようで

す。 

 民主党では、「特別便」が届いても記

録漏れに気付かないとみられる人（３月

末までに特別便が届いた記録漏れの可能

性が高い年金受給者・現役加入者のうち

記録を訂正した人を除く）を対象に、記

録漏れがあるとみられる記録やヒントを

同封して「特別便」を再送する独自の法

案（ねんきん特別便緊急支援法案）を今

国会に提出する方針を示しています。 

 

『『『『年金記録問題年金記録問題年金記録問題年金記録問題』『』『』『』『ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便』』』』をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる状況状況状況状況 

厚生労働省が発表した
「労働経済動向調査」（２
月）の結果によれば、過去
１年間に正社員以外から正
社員に登用した実績のある
事業所の割合は41％となっ
ており、特に製造業、飲食
店、宿泊業、サービス業な
どでその割合が高くなって
います。今後の方針につい
ては、64％の企業が「正社
員に登用していきたい」と
しています。 

５月号（第２号） 

◆◆◆◆全受給者全受給者全受給者全受給者・・・・加入者加入者加入者加入者9,5009,5009,5009,500万人万人万人万人にににに発送開始発送開始発送開始発送開始    

４月２日から、記録漏れの可能性が高

い人以外の全受給者・加入者計9,500万人

に向けて「ねんきん特別便」の発送が始

まりました。６月以降には事業所経由で

の送付も予定されています。社会保険庁

でも、社会保険事務所における休日の相

談日を増やすなどして、相談体制を強化

する方針を明らかにしています。  

 

◆◆◆◆民主党民主党民主党民主党がががが「「「「ヒントヒントヒントヒント付付付付きききき特別便特別便特別便特別便」」」」のののの独自独自独自独自    

法案提出法案提出法案提出法案提出へへへへ    

しかし、社会保険庁の発表によれば、

これまでに「特別便」を送付した受給者

の約４割に相当する約90万人が未回答で

あり、回答した約141万人のうち約103万

人は「訂正なし」と答えていますが、実

際には記録漏れの事例が相当数あるそう

です（３月18日現在）。「特別便」を  

 各業種各業種各業種各業種にににに広広広広がるがるがるがるパートパートパートパート・・・・契約社員等契約社員等契約社員等契約社員等のののの正社員化正社員化正社員化正社員化のののの動動動動きききき 
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◆◆◆◆物証物証物証物証があればがあればがあればがあれば社会保険事務所社会保険事務所社会保険事務所社会保険事務所でもでもでもでも審査審査審査審査    

またこれまで、自分の記録に誤り等が

あると思う人は、「年金記録確認第三者

委員会」に申し出る必要がありました

が、家計簿や確定申告書のコピーなど、

保険料を納付していた物的証拠があるこ

とで判断しやすい案件については、社会

保険事務所に申し出て年金支給の是非を

審査してもらえるようになりました。 

審査が進まない「年金記録確認第三者

委員会」の審査を省略して記録回復の

ペースを上げるのがねらいだそうです。 

 また、厚生労働省は、国民年金加入者

が満額の受給額を確保した後も保険料を

払い続けてしまった分について、返還す

る制度の創設も検討しているようです。 
 

    労災労災労災労災がががが認定認定認定認定されたされたされたされた最近最近最近最近のののの事例事例事例事例からからからから 

栃木県の病院に勤務
していた男性外科医が
自殺したのは過労が原
因だったとして、鹿沼
労働基準監督署がこの
医師を労災認定してい
たことが明らかになり
ました。このケースで
は、過重労働のほか転
勤や医療ミスによるス
トレスが原因でうつ病
を発症したと認定され
ています。 

５月号（第２号） 

◆◆◆◆保護者保護者保護者保護者のののの要求要求要求要求でうつでうつでうつでうつ病病病病のののの保育士保育士保育士保育士にににに労災労災労災労災    

認定認定認定認定    

兵庫県の私立保育園で、園児の保護者

から執拗なクレームを受けたことが原因

でうつ病やストレス障害となった女性保

育士２人が、西宮労働基準監督署に労災

認定されていたことが明らかになりまし

た。 

保護者の父親は、担任を代えることな

どを強く要求していました。保育園では

謝罪したり話合いの機会を設けたりして

いましたが、父親の要求はますますエス

カレートしていったそうです。 

これにより、担任の保育士３人のうち

２人が休職し、うつ病やストレス障害と

診断されました。２人は昨年４月に、西

宮労基署に労災を申請して同年 11月に労

災認定されました。認定された２人のう

ち１人は退職してしまったそうです。  

◆◆◆◆過労過労過労過労がががが原因原因原因原因でででで自殺自殺自殺自殺したしたしたした外科医外科医外科医外科医にににに労災労災労災労災    

認定認定認定認定    

栃木県の病院に勤務していた男性外科

医が自殺したのは過労が原因だったとし

て、鹿沼労働基準監督署がこの医師を労

災認定していたことが明らかになりまし

た。このケースでは、過重労働のほか転

勤や医療ミスによるストレスが原因でう

つ病を発症したと認定されています。 

この医師は大学卒業後の2000年 12月

から埼玉県内の公立病院に勤務し、2002

年５月から栃木県内の病院に移ってから

うつ病を発症して同年６月に自殺しまし

た。前任地では月 80時間を超える時間

外労働が恒常的に行われ、転勤後の2002

年５月下旬には医療ミスを起こしたこと

に悩んでいたそうです。 

代理人の弁護士は「激務が問題となっ

ている外科医の過重労働が認められた意

義は大きい。国は早急に勤務条件の改善

に務めるべきだ。」と指摘しています。 

    上場企業上場企業上場企業上場企業のののの法規制法規制法規制法規制はははは４４４４月月月月からはこうからはこうからはこうからはこう変変変変わったわったわったわった！！！！    

◆◆◆◆４４４４月月月月からからからから始始始始まったまったまったまった制度制度制度制度 

この４月から、企業に関係する様々な

法制度が変わっています。改正パートタ

イム労働法の施行、改正保険業法の全面

実施、金融機能強化法の新規適用の終

了、内部統制報告制度の導入、上場企業

の四半期財務報告の義務化などです。 

ここでは、「内部統制報告制度の導

入」と「上場企業の四半期財務報告の義

務化」について、簡単にみていきたいと

思います。  

 

 

 

◆◆◆◆内部統制報告制度内部統制報告制度内部統制報告制度内部統制報告制度のののの導入導入導入導入――――決算書決算書決算書決算書のののの信信信信

頼性頼性頼性頼性をををを高高高高めるめるめるめる 

内部統制報告制度は、経営者に社内管

理体制の自己点検を義務付ける制度であ

り、粉飾防止など決算書の信頼性を高め

るのがねらいとされています。今回の制

度は、2002年に米国で巨額粉飾事件を

きっかけに制定された企業改革法（SOX

法）を参考に作られており、「日本版

SOX法」とも呼ばれています。 

制度の導入対象企業はすべての上場企

業です。経営者は、内部統制が適正に整

備され、有効に機能していることを示す

「内部統制報告書」を作成しなければな 



なりません。信頼性の高い決算書を作成

するための社内管理体制が整っているかど

うかを毎期点検し、その報告書を有価証券

報告書と併せて提出します。報告書には、

外部監査人による監査証明も必要です。 

経営者は、内部統制に問題がなければ

「有効」と明記し、粉飾につながりかねな

い問題が見つかれば「重要な欠陥がある」

と記載し、情報開示を行います。なお、期

中に不備があっても、期末日までに直せば

有効となります。  

 

◆◆◆◆上場企業上場企業上場企業上場企業のののの四半期財務報告四半期財務報告四半期財務報告四半期財務報告のののの義務化義務化義務化義務化――――企企企企

業情報業情報業情報業情報のののの信頼性信頼性信頼性信頼性をををを上上上上げるげるげるげる    

上場企業の四半期開示は、リスクの高い

企業の開示頻度を上げる必要性から、1999

年に新興企業向け東証マザーズの創設に

伴って始まりました。その後、政府の要請

もあって、上場企業全体の企業開示向上策

として、東証独自の開示ルールとして義務

化されましたが、４月からはこれが法制度

として義務付けられました。 

これにより、売上高や利益などの財務情

報が３カ月単位できめ細かく開示されるこ

とになりました。また、四半期報告には監

査法人によるレビュー（簡易の監査）も義

務付けられたほか、「ゴーイングコンサー

ン」と呼ばれる会社の継続可能性について

の注記なども求められるようになり、情報

の信頼性・量が増しています。 

業績のトレンド変化がこれまでよりわか

りやすくなるとみられていますが、株価が

短期の業績によって左右されやすくなると

いう指摘もあります。  

 

◆◆◆◆企業経営企業経営企業経営企業経営へのへのへのへの影響影響影響影響はははは？？？？    

今回の制度改正・導入では、きめ細かな

情報開示による業績評価が市場にどれだけ

広がり、それが企業経営にどう影響するか

が注目されています。しかし、上場企業に

とっては、開示すべき情報の増加や自己点

検の必要等、負担増が懸念されます。監査

法人との協力等、コスト負担の問題を含め

て、まだまだ対応に追われることになりそ

うです。  
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政府管掌健康保険政府管掌健康保険政府管掌健康保険政府管掌健康保険がががが1,5771,5771,5771,577億円億円億円億円のののの赤字赤字赤字赤字をををを計上計上計上計上 

現在、社会保険庁が運
営する政管健保は、
2008年10月より、全国
健康保険協会管掌の通
称「協会けんぽ」とな
り、国から独立した新
たな健康保険として発
足します。組織の移行
だけではなく、制度自
体の抜本的改革も望ま
れるところです。 

５月号（第２号） 

◆◆◆◆なぜこれほどのなぜこれほどのなぜこれほどのなぜこれほどの赤字赤字赤字赤字になったになったになったになった？？？？ 

主に中小企業の従業員が加入する政府管

掌健康保険（以下、「政管健保」という）

の医療費収支が、2007年度決算で1,577億円

程度の赤字を計上する見通しとなりまし

た。５年ぶりの赤字転落となりますが、社

会保険庁では、2008年度も1,700億円程度の

赤字が見込まれるとしています。 

４年連続で黒字となるなど収支状況を回復

していましたが、それがなぜこれほどの赤

字を計上することとなったのでしょうか。  

 

◆◆◆◆医療費医療費医療費医療費のののの増加増加増加増加でででで採算採算採算採算がががが悪化悪化悪化悪化    

2007年度の政管健保の医療費収支見通し

は、支出が前年度より4,000億円程度多い７

兆2,744億円、収入が７兆1,167億円で、

1,577億円の赤字となる模様です。 

政府は、慢性的・構造的な赤字体質を改

善すべく、2003年度に医療費の患者負担の

割合を２割から３割へと引き上げました。

これにより収支状況は改善しましたが、わ

ずか４年間で再び赤字体質に陥ることとな

りました。 

また、2008年度には、メタボリック症候

群を予防する特定健診・特定保健指導の開

始で、新たに700億円の負担が発生しま

す。そのため、2008年度も赤字となること

が確実とみられています。 

 

 

こうした赤字の背景には、政管健保の

採算の急速な悪化があります。高齢化で

医療費が大きく膨らむ一方、賃金の伸び

悩みなどで保険料収入は微増にとどまっ

ており、再び構造的な赤字体質に陥りつ

つあるのです。今後、大企業の社員等

に、保険料引上げなどの形で負担が付け

回される懸念もあります。 

 

◆◆◆◆一時的一時的一時的一時的なななな対策対策対策対策でなくでなくでなくでなく抜本的改革抜本的改革抜本的改革抜本的改革がががが必要必要必要必要    

社会保険庁では、財政の安定運営を目

的に積み立ててきた「事業運営安定資

金」を取り崩して赤字を穴埋めします

が、この残高は2006年末時点で約5,000億

円程度。現在と同程度の赤字が今後も続

けば、2009年度にも底をつきます。 

厚生労働省は、社会保障費の伸びを抑

制する観点から、政管健保に対する国庫

負担金を1,000億円程度削減し、これを大

企業の社員が加入する健康保険組合と公

務員が加入する共済組合に肩代わりさせ

る特例法を国会に提出しました。これは

2008年度の特例措置ですが、赤字が続け

ば、2009年度以降もこの肩代わりが行わ

れる可能性もあります。ただ、負担を肩

代わりさせるような対策では、根本的な

解決にはつながりません。 

  

 

 



おおおお問合問合問合問合せせせせ無料無料無料無料    
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横浜市磯子区滝頭３－７－２１－１０１ 

TEL／FAX ０４５（７５３）０６３２ 

E-mail: sr-samejima@ab.auone-net.jp 

企業の安定・発展のパートナー 
～経営者様と従業員様の「Win＆Happy」のために～ 

さめじまさめじまさめじまさめじま社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所    

５５５５月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付先納付先納付先納付先］］］］    

【事務所より一言】 

 

 4月から後期高齢者医療制度がスタート

しました。連日マスコミ等を賑わせてい

ます。 

 被保険者からの保険料徴収が約1兆2千

億円だそうですが、道路特定財源の一部

でも一般財源化し、この部分にあて保険

料を低減できないでしょうか？その前に

先ず税の無駄遣いを徹底的に洗い出す必

要がありますが・・・。 

重要 

    営業日 月曜日～金曜日（祝祭日除く） 

営業時間 午前９時～午後６時 

10101010日日日日    

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

 ［公共職業安定所］ 

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合

＞［労働基準監督署］ 

20202020日日日日    

○労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限 

 ＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

○労働保険料の納付［郵便局または銀行］ 

31313131日日日日    

○自動車税の納付［都道府県］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［社会保険事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］  

          ご存知ですか？ 

     パートタイム労働法が改正されました! 
 

 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者の雇用環境を整備するため、平成20年４月１日より短

時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働法）が改正

されました。概要は以下のとおりとなっています。 

 

◆労働条件の文書交付等 

 労働基準法では、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者も含めて労働者を雇い入れる際に

は、「契約期間」「仕事をする場所・仕事の内容」「賃金」等の労働条

件を明示することが義務付けられています。改正ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働法ではこ

れらに加えて、特にトラブルになりやすい「昇給の有無」「退職手当の

有無」「賞与の有無」の３つの事項を文書の交付等により明示すること

が義務化されました。 

 

◆待遇の決定についての説明義務 

 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者がその能力を有効に発揮するためには、自分の待遇に

ついて納得して働くことが重要であることから、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者から求

められた場合、事業主は待遇の決定に当たって考慮した事項について説

明することが義務化されました。 

 

◆均等のとれた待遇の確保の推進 

 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者の「職務の内容（業務の内容と責任の程度）」「人材

活用の仕組みや運用」「契約期間」といった働き方が通常の労働者と同

じ状態である場合、賃金、教育訓練、福利厚生施設等の待遇について、

差別的取扱いが禁止されました。 

 

◆通常の労働者への転換の推進 

 通常の労働者を募集する場合にその募集内容を既に雇っているﾊﾟｰﾄﾀｲ

ﾑ労働者に周知する等、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者から通常の労働者へ転換するため

の措置を講ずることが義務化されました。 

 

◆苦情処理・紛争解決の援助 

 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者から苦情の申出を受けたときには、事業所内の苦情処

理制度や人事担当者、短時間雇用管理者が担当するなどして、事業所内

で自主的な解決を図ることが努力義務化されました。 

                                good partnergood partnergood partnergood partner    


