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地元を代表する偉人「山本五十六」の映画がもうすぐ公開されますね。この機会に…と「山本五十六」に
関する本を読んでみました。改めて、太平洋戦争までの経緯や山本五十六の考え方を知り、映画の公開が楽
しみになっています。今回は、我らの誇るべき大先輩について、書きたいと思います。

五十六の生い立ち

現長岡市東阪之上町に高野貞吉の六男として誕生。父が５６歳
の時、生まれたことから五十六と名づけられる。粗末な家に住み、衣服も中学を通して１着のみ使
用。教科書を倹約するため、自分で書き写したものを使い、予習・復習を怠らず、海軍兵学校入学
を目指して勉学に励んだといいます。甥に宛てた書簡にも「汝自身の力に多く依頼せられよ。何事
も人によって大成するものにあらず」と書いています。

日独伊三国同盟 絶対に締結すべからず
五十六は、三国同盟が必ず対米英戦争の呼び水になるとの確信から、手を尽くして反対します。
開戦となれば、東京は３、４回丸焼けになると予言していました。執務室の後ろには、
「百戦百勝不
如一忍」
（百戦して百勝するよりも、じっと耐えて戦わないのが最良）という掛け軸がかかっていた
といいます。しかし、ナチスドイツの快進撃を見て、マスコミにあおられた日本国中、
「バスに乗り
遅れるな」の大合唱。ナイアガラの滝に流されるように、同盟締結。その頃、ドイツとイギリスは
激戦中、アメリカは怒り狂い、クズ鉄・石油の全面禁輸で報復し、日本は一気に開戦へと急坂をこ
ろげ落ちて行きます。

真珠湾攻撃と五十六の願い

五十六が着想した真珠湾奇襲攻撃ですが、五十六
自身その直前まで「戦争回避」に望みをかけていました。仮に開戦が避けられなくても、
「早期に優
位に立って講和に持込み、戦争を短期で終わらせたい」との願いが真珠湾攻撃には込められていた
のです。また、無通告奇襲攻撃とならぬよう事前通告にこだわっていましたが、外務官僚の怠慢か
らそれも叶わぬものとなってしまいました。

黒革の手帖

真珠湾攻撃からの日本の連戦連勝に、国中が有頂天になっている時も
五十六は憂いていました。その後、慢心からミッドウェー海戦に
大敗し、日本は敗戦への道をたどります。
五十六は、戦死者の名を書いた黒革の手帖を肌身離さず持ち
歩き、時おり、開いて閉じて目をつぶる…そんな動作を繰り
返していたといいます。
映画ではどのように表現されているかわかりませんが、
先人の遺志を継ぎ、私たちはこの平和を必ず守り続けなければ
ならないと改めて思いました。

トピックス ●昨年度 残業代不払いでの是正支払総額は１２３億円超
賃金不払残業（いわゆるサービス残業）について、全国の労働基準監
督署が労働基準法に違反していると是正指導した事案のうち、１企業当
たり 100 万円以上の割増賃金が支払われた事案の平成 22 年度における
状況が取りまとめられ、厚生労働省から公表されました。

■

割増賃金の是正支払の状況
・是正企業数 １，３８６企業（前年度比１６５企業の増）

・支払われた割増賃金合計額

１２３億２，３５８万円（同７億２，０６０万円の増）

・対象労働者数 １１万５，２３１人（同３，３４２人の増）
・支払われた割増賃金の平均額
１企業当たり

８８９万円、 労働者１人当たり

１１万円

■ 業種別等の状況
・企業数、支払われた割増賃金額では製造業、対象労働者数では商業が最も多い
・１企業での最高支払額
第１位・・・３億９，４０９万円（旅館業）
第２位・・・３億８，５４６万円（卸売業）
第３位・・・３億５，７００万円（電気通信工事業）
厚生労働省が公表している賃金不払残業の是正事例
＜事例Ａ（小売業、約 200 人、北海道・東北）＞
会社は、始業・終業時刻をタイムカードにより確認しているとしていたが、監督署が会社の
機械警備記録等を調査したところ、タイムカードの最終打刻者の退勤時刻と警備開始時刻に大
幅な相違が生じていた。そこで、会社からの事情聴取などの結果、所定労働時間終了後に、労
働者にタイムカードを打刻させた後で時間外労働を行わせていたことが確認された。
監督署は、確認した賃金不払残業について是正勧告するとともに、

① 全社的な実態調査を行い、賃金不払残業が明らかになった場合には適正
な割増賃金を支払うこと、
② 賃金不払残業の再発防止対策を確立し、実施することを指導した。
労働基準法違反がないよう、日頃から、労働時間を適正に把握して、時
間外労働を行う必要がある場合には、36 協定の締結・届出、割増賃金の
支払いといった手続きを適正に行う必要があります。さらに、あらゆるト
ラブルに対応できるよう就業規則を整備しておくことが重要です。
不安があれば、お気軽にご相談下さい。「転ばぬ先の杖」が大切です！

知っ得情報

雇用関係奨励金制度の実施期間延長！！

３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金と３年以内既卒者トライアル雇用奨励金の実施期間が
！！
延長されました。震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いと見込
まれたためです。
受給額（震災の特例措置以外）

３年以内既卒者
（新卒扱い）
採用拡大奨励金
平成 21 年 3 月以降の

正規雇用から６ヵ月定着した場合
←

雇

６カ月

延長内容

１００万円

→

正規雇用

入

平成２３年度末

正規雇用６カ月後

れ

１００万円

大学院、大学、短大、
専修等既卒者が対象

※奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で１事業所

平成２４年６月末まで
にハローワークから紹
介を受け、平成２４年７

１回限り

３年以内既卒者
トライアル雇用
奨励金

原則３カ月の有期雇用後正規雇用へ移行した場合
1 人につき月額１０万＋５０万円
雇

← ３カ月 →
（原則）

入

有期雇用

れ
平成 21 年 3 月以降の

正

← ３カ月

月末までに雇用開始し
た労働者が支給対象と
なります。

→

正規雇用

規
雇

（トライアル期間）

用

大学院、大学、短大、
高校、中学、専修等
既卒者が対象

この期間に対する額

正規雇用 3 カ月後

月額 10 万円／1 人

５０万円

●採用時に活用できる助成金・奨励金のご紹介
原則としてハローワーク等の紹介によるものとします。

対象・年齢等
１

６０歳以上６５歳未満の高齢者、障害
者、母子家庭の母等で、確実な１年以上の
継続雇用の場合

２

６５歳以上の高齢者で確実な１年以上の
継続雇用の場合

３

種

類

特定就職困難者

受

給 額

（中小企業）

６０万円

雇用開発助成金

～２４０万円

高年齢者雇用開発

６０万円
～９０万円

特別奨励金

４５歳以上の中高年齢者、４０歳未満の若
年者、母子家庭の母、障害者等で原則３カ
月有期雇用しその後正規雇用へ移行する

トライアル雇用奨励金

月額４万円
（最大 12 万円）

場合

詳細や手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

備

考

※受給額は所
定労働時間と
対象労働者に
よって金額が
異なります。

せきねの「気になる」を勝手に情報発信コーナー
！！
書籍

日本でいちばん大切にしたい会社

坂本 光司

他

「日本でいちばん大切にしたい会社」を最初に読んだ時、
「日本にはこんなに素晴らしい会社がある
んだ！！」と感動し、時が立つのも忘れ涙を流しつつ通読しました。坂本さんいわく、まずは経営
者が「社員とその家族」を大切にすること。そして、「儲かるか？儲からないか？」「勝つか？負け
るか？」ではなく、「正しいか？正しくないか？」「自然か？不自然か？」考えながら経営を進める
こと。・・・今現在の私自身の仕事の進め方にも、少なからず良い影響を受けています。
坂本さんの著書は新刊が出るたびに購入し、最近は新潟県内の会社もたびたび紹介されていて、
励まされていました。
その坂本先生が、1/18 に
長岡に来られるとのこと。
今から楽しみです！！
今回は、著書の紹介と共に、
講演会のご案内も同封します。

おススメ品

にいがた菊鮭寿し 11/1～発売

美味しいお米と佐渡銀鮭と菊（長岡産・白根産）を食べる
食文化を融合させた新潟愛にあふれた新商品が発売されました。
菊の色が綺麗で鮭のオレンジとのグラデーションも良く
お土産にも喜ばれそうなルックス。
早速購入してみると、菊の風味が良く鮭と酢飯も美味しい！！
お正月の一品にもいいかもしれません。
駅ビルＣｏＣｏＬｏやホテルニューオータニ長岡にて数量限定
で販売中です。ぜひ一度、ご賞味あれ！
● 小千谷市内のイルミネーション ● この時期あちらこちらでイルミネーションが点灯され
ていますね。サンプラザ駐車場脇にとてもきれいなイルミネーションを見つけ、思わず
車を止めました。
色とりどりの電飾にこの一帯だけ
とても華やかで、束の間のクリスマス
気分を味わうことができました。
皆さんもぜひサンプラザ付近を通る
機会がありましたら、立ち寄って
みてはいかがでしょうか。

あとがき◆当事務所より

早いもので、今年もあとわずか・・・「終わり良ければすべてヨシ」を目指して、もうひと踏ん張り！

寒くなってきましたので、風邪など引かないよう気を付けて過ごしましょう。

ちょっと、早いですが・・・良いお年を！

新 春 講 演 会
演

『日本でいちばん大切にしたい会社』

題

～地域から必要とされる企業となるために～
５０万人が涙した！村上龍氏推薦！『日本でいちばん大切にしたい会社』
今、話題のベストセラーの著者の講演会です。
不況に負けないで、成長を持続し、社員が輝く経営の極意を明快にお話し
いただきます。ご期待下さい。

日

時

平成２４年１月１８日(水)

会

場

長岡グランドホテル ４階 蒼柴の間

講

師

法政大学大学院教授
学歴

１９７０年

午後３時３０分～５時

坂本光司

氏

法政大学経営学部卒業

略歴 浜松大学教授・静岡文化芸術大学教授を経て
２００８年より現職
現在 中小企業庁経営革新制度評価委員会委員長等、
国・県・市町村の公務多数

入場無料
社団法人

新春講演会

先着２５０名様まで

長岡法人会
申込書

電話３５－０３２８

長岡法人会事務局あて【ＦＡＸ】３９－７６３０

おなまえ
おところ
お 電 話
＊定員になりましたら締切りといたします。

〒

