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現行刑法の「危険運転致死傷罪」の適用範囲が狭すぎるとして批判があったことを受け、刑法から自

動車事故に関連する規定を分離して成立しました。

★ 企業においては

いる従業員の有無の確認や、該当者がいた場合の対応のほか、就業規則、自動車通勤や社用車運転

に関する社内規程等の見直し

①４月の完全失業率は

 

② 政府は、

検討に入った。大企業と同水準として

し、2016 年４月からの適用を目指す。

 

③厚生労働省が、介護分野における人材難を解消するため、介護職から一度離れた有資格者の活用に乗り

出すことがわかった。

う制度を 2015

 

④公的年金の

額になるのは

 

⑤「過労死等防止対策推進法案」が
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2

現行刑法の「危険運転致死傷罪」の適用範囲が狭すぎるとして批判があったことを受け、刑法から自

従業員に対し新法の施行について周知するだけでなく、特定の病気に罹患して

いる従業員の有無の確認や、該当者がいた場合の対応のほか、就業規則、自動車通勤や社用車運転

％で前月と同率。 

を義務付ける

来年の通常国会に労働基準法の改正案を提出

厚生労働省が、介護分野における人材難を解消するため、介護職から一度離れた有資格者の活用に乗り

介護福祉士が離職する際に連絡先などの情報を公的な職業紹介機関に届け出てもら

歳」から受給した場合と同

過重な業務負荷によ

                                   

へ行き展望を 

。北西すぐ下には、通天閣

路面電車研究者”とし

ながらも、古い車両も動かしながら、 

路面の部分の他、専用軌道が多いため廃止されることな

人の歩きはやはり速かった！ 

。個人的に

（工藤阿須加（工藤阿須加（工藤阿須加（工藤阿須加））））、 

引き込まれま

西武他）で

その投球フォームは素晴らしくダイナミックその投球フォームは素晴らしくダイナミックその投球フォームは素晴らしくダイナミックその投球フォームは素晴らしくダイナミック！

本筋と並び野球の

高校野球経験者”の私に

から、↑眼下の「阪堺電車阪堺電車阪堺電車阪堺電車

2 

  

阪堺電車阪堺電車阪堺電車阪堺電車」 


