
 
  

令和３年 ４月 ５日（月）第 2039 回例会 

19：00 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

祝  事  ４月  会員誕生日  結婚記念日 

         会員夫人誕生日 

会長挨拶   杉本 政昭 会長 

幹事報告  三寺 康信 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  クラブフォーラム 

「我がクラブでできる（やりたい） 

奉仕プログラムについて」 

＜グループ毎のテーブルディスカッション＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20：00  閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年 ４月１２日（月）第 2040 回例会 

会員卓話 東角 操 会員 

  「人・出来事との出会い」 

次回の例会  

令和３年 ４月１９日（月）第 2041 回例会 

外部卓話  

一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会 

理事長 大濃 孝尚 様 他会員 

「市民の会の活動について」 

令和３年 ４月２６日（月）第 2042 回例会 

外部卓話 

福井県金融広報委員会 万
ばん

久
きゅう

 弘子 様 

「未 定」 

今後の予定  

幹事報告  

①ＲＬＩ卒後コース 5/16 メルパルク京都にて 

②次年度地区研修・協議会 国立京都国際会館にて 

4/11 当日について 事前連絡  

 

令和３年４月５日発行 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

連絡の徹底お願いします 

①欠席は理由を添える 

  ②オンラインでの例会参加希望 

例会開催月曜日１５時までに 

事務局にご連絡ください。 

職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕 青少年奉仕
進行役及び

発表者
竹澤 松井 岩田 南勝文

南利明 林田千之 釣部 山岸

小見山 北 下田 林田數一

林田恒正 奥村 水﨑 山下

金 倉本 杉本 柿木

東角 川上 前川徹 竹内

三寺 八百山 瀬野 道木

海道 竹吉 西出 上屋敷

前川正智

メンバー



 

  

皆さんこんにちは。 
今日は、和田様には、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」というタイト

ルでお話しいただけるという事で、関連する事項を予習の意味でネット検索した

ところ、『バイト敬語』という言葉が表示されました。本日のお話とは関係ないで

すが、気になってサイトを読んでみました。『バイト敬語』とは、アルバイト店員

による接客が主となるサービス業界において、敬語として用いられる特徴的な日

本語表現であり、また場合によっては、そのような表現を接客用語としてマニュア

ル化している企業もあることから、「マニュアル敬語」「ファミコン（ファミリーレ

ストラン、コンビニ）敬語」とも呼ばれると言われています。この『バイト敬語』

どんなものがあるか紹介します。「・・のほうは」という言い方で、例えば「お弁 
当のほうは温めますか」「コーヒーのほうは後でお持ちしますか」などです。「コーヒーのほうは後でお持ちします

か」の解説が面白いので紹介します。【コーヒーの他にも何かを頼んだ客に対して尋ねるのであれば適切だが、コ

ーヒーだけを頼んだ客に対して「コーヒーのほうをお持ちしました」というのは適切とはいえない。ただし、慎み

深さを表す必要がなくても「コーヒーのほう、お持ちしました」などとあえて対象をぼやかすことで、丁寧さを演

出する方法としては成立する。】とのことです。「1０００円からお預かりします」の「・・から」や、「以上でよろ
しかったでしょうか」の「よろしかったでしょうか？」や、「つき当たりがトイレになります」「メニューになりま

す」の「・・になります」など色々とあるのですが、この『バイト敬語』表現としては必ずしも間違いとは言えな

いということですけれども、僕はそれを聞くと、以前は大変違和感があり、それ違うでしょ！と言いたくなってし

まったのですが、使われ始めてから随分経ちますので、洗脳され、慣れてしまったからなのか、最近は、全然気に

ならなくなってしまった自分がいるのも事実でございます。ということで、本日の卓話内容については、何も調べ

られなかったので、しっかりと今日はお聞きしたいと思います。和田様、本日はどうぞよろしくお願いします。 
 

杉本 政昭 会長挨拶                          ３月２９日（月） 

外部卓話                         ３月２９日（月） 

「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」 

～同一労働同一賃金への対応と働き方改革への取り組み～ 

ふくい働き方改革推進支援センター 委託事業センター長 

社会保険労務士法人坪川事務所   特定社会保険労務士 

                 和田 千賀子 様 

ふくい働き方改革推進支援センターは、3 年前に開設。厚生労働省の委託事業

で各都道府県に一箇所ずつある。福井県は福井商工会議所の 1 階で、福井県人材

確保支援センターと福井商工会議所と一体で運営している。働き方改革の関連法

が 2019 年の 4 月に施行されて以降、多方面より問い合わせを受けている。 
 
 
 
2019 年の 4 月に年次有給休暇の

5日取得義務化が始まり、大企業

の時間外労働の上限規制が適用

になった。2020 年の 4 月大企業

が同一労働同一賃金の施行。そし

て、今年の 4 月には、中小企業も

同一労働同一賃金が適用になる。 
今後も図のように法改正は続い

ていく。 



 

  

①同一労働同一賃金の法改正に対応する目的 
「同一労働同一賃金」＝「働き方改革」の１つ 平成 28 年 6 月 2日「ニッポン一億総活躍プラン」 
非正規労働者の待遇改善を通じて、どのような雇用形態または就業形態を選択しても納得が得られる待遇を受

けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにすることで、多様な労働力を活用して労働参加率と労働生産性

の向上を図るとともに、賃金の底上げを図ることが目的である。 
②雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保とは？ 
１．不合理な待遇差を解消するための規定の整備 
不合理な待遇差の有無は、個々の待遇ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮

して判断されるべき。 短時間労働者に加えて、有期雇用労働者にも「均等待遇」の確保が義務化 
２．労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 
短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合には、事業主は短時間・有期雇用労働者に対して、通常の労働

者との間の待遇差の内容、その理由について説明することが義務化 
３．行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政 ADR）の規定の整備 
行政による事業主への助言・指導等や短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇差等について紛争

になっている労働者又は事業主が無料で利用できる裁判外紛争解決手続(行政 ADR)の根拠規定が整備された 
４．パートタイム・有期雇用労働法の施行日 
大企業：2020 年４月 1 日  中小企業：2021 年４月 1 日 

●均等待遇とは？ 
（パートタイム・有期雇用労働法第８条） 

(不合理な待遇差の禁止) 
①職務の内容 
②職務の内容・配置の変更の範囲 
③その他の事情 
を考慮して待遇を決定する必要がある。 

●均等待遇とは？ 
（パートタイム・有期雇用労働法第９条） 

(差別的取扱いの禁止) 
①職務の内容 
②職務の内容・配置の変更の範囲 
が同じ場合は、その事業主との雇用関係が終了す 
るまでの全期間において、待遇について取扱いを同じにする必要がある。 同じ取扱いのもとで、能力、経験等

の違いにより差がつくのは問題ない。 
待遇の違いについての「説明する内容」 
①通常の労働者と短時間・有期雇用労働者とで待

遇の決定基準に違いがあるかどうか 
②通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の待遇

の個別具体的な内容又は待遇の決定基準 
「賃金は、各人の能力、経験等を考慮して総合的

に決定する」等の説明では不十分！ 
待遇の違いについての「説明の仕方」 
資料を活用して、口頭での説明が基本 
（資料例）就業規則、賃金規程、通常の労働者の

待遇の内容を記載した資料等 
 
 
 

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接

雇用した場合に助成するキャリアアップ助成金がある。 

＜会長お礼の言葉＞ 我が社でもアルバイトの社員を雇っておりますので、先生のお話を聞き不合理ではない対応

をしていかなくてはならないと改めて思います。本日は適切な資料をご準備いただき、また詳しい説明をしていた

だきまして、ありがとうございました。 



 

  

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３３名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時 00 分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄 

委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

3/29 ３３ ２５ ６ ０ ２ 80.65% 

 

委員会報告                    ３月２９日（月） 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 3 月 29 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 14,000 円 616,000 円 1,066,000 円 

ロータリー財団 11,000 円 453,000 円 

米山記念奨学会 11,000 円 448,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ９名 
林田千之 下田 林田恒正 水﨑 杉本 竹内 竹澤 
八百山  南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者    ９名 
林田千之 下田 林田恒正 水﨑 杉本 竹内 竹澤 
八百山  南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １１名 

杉本会長 暖かいです。本日、和田様卓話よろしくお願い

します。 
三寺幹事 和田様 卓話よろしくお願いします。 
林田千之 もう席をコの字型にしていいのでは？和田さん 

ご苦労様です。  
下田   岩波書店の「日本の歴史」１１巻をようやく読

み終えました。未だ１１巻残っています。 
林田恒正 働き方改革について勉強させていただきますの

で、よろしくお願いします。 
倉本   和田千賀子様 本日は卓話有難うございます。 
水﨑   和田様 卓話ありがとうございます。 
 

竹内  和田様 本日の卓話よろしくお願いします。 
竹澤  和田様 本日の卓話どうぞよろしくお願いします。 
八百山 今日の卓話 宜しくお願い致します。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

委嘱状授与                          ３月２９日（月） 

 竹吉 睦会員      下記、米山奨学生のカウンセラー 
 

  奨 学 生 ： 曽 則為（チャン ザ ウエイ） 
  出身国・地域 ： マレーシア 
  期 間 ： 2021 年 4 月１日～2023 年 3 月 31日 
  学 校 名 ： 福井工業大学 

 


