東京 SR 経営労務センター会員の皆さまへ
労災保険適用事業細目の解説 令和 4 年版（３月下旬発刊予定）
労働新聞社

A5 判／248 ページ

発行元 (株)トータル人事システム

編

本書は、事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険料の「事業の種類」や「事業の種類の細目」につい
て、行政解釈等をもとに分かりやすく解説したものです。年度更新の手続等に是非ご活用下さい。
税込定価 2,200 円→1,980

円

労働保険事務組合の実務 令和 4 年版（３月下旬発刊予定）
労働新聞社

A5 判／240 ページ

税込定価 2,200 円→1,980

労働新聞社

編集 SI-MooT（エスアイ

ムート）

妊娠判明から小学校入学までの法規制や諸手続の流れを１枚の蛇腹にまとめました。
平成 31 年 10 月の改正に対応した育児休業制度の解説、パパ・ママ育休プラスの解説、産前産後・育児休業等に関する
算定基礎届や離職票についての手続チェックリスト、産前休業・育児休業開始日一覧表付き。
出産を控えた従業員の方や子育て中の従業員の方への贈呈用だけでなく、人事担当者や社会保険労務士の方が制度説明
をする際にもご活用ください。

税込定税込税込価格 600 円

発行元 (株)トータル人事システム

監修

蛇腹式／8 ページ

労働新聞社

編集 SI-MooT（エスアイ

ムート）

ハラスメントの説明と相談・苦情を受けたときの対応を１枚のシートにまとめました。
ヒアリングをするときの要点・注意点なども記載しています。
ハラスメント防止研修などで社員の方への配布にもご活用ください。

円

わかりやすい年度更新の手続 労働保険の手引 令和 4 年度版（３月下旬発刊予定）

B5 判／368 ページ

税込価格 700 円
経営側弁護士による精選労働判例集 第 11 集

編

著者：石井 妙子

労働保険に関しては、保険料の申告・納付や保険給付請求など、一定の事務手続が必要で、特に６月には労働保険の年
度更新の準備と申告・納付をしなければなりません。
本書は、労働保険に関する適用から保険料の申告・納付、保険給付請求の諸手続等を各様式の記入例やイラストも使っ
てわかりやすく解説しています。
税込定価 2,090 円→1,880

円

労災保険関係法令集 令和 4 年版（３月中旬発刊予定）
労働新聞社

監修

蛇腹式／8 ページ

ハラスメント対応シート（2021 年版）

編

労働保険事務組合の実務担当者および中小規模事業主に必要な、労働保険に関する事務処理方法等について分かりやす
く解説したものです。平成 31 年の労災保険率改定に対応し、年度更新時や年度途中時における事務処理についての新様
式記入例、労働保険に関する制度改正の要点など必要な事項を解説しています。

労働新聞社

出産 育児フローシート（2021 年版）

B6 判／1216 ページ

岩本 充史

牛嶋 勉

岡芹 健夫

B5 判／196 ページ

緒方 彰人

中町 誠

渡部 邦昭

裁判内容を簡潔に解説＆実務上参考になるポイントを指摘！
本書は「労働新聞」で人気の高い「職場に役立つ最新労働判例」のうち、2020 年に掲載したものに加筆・修正を加えた
ものです。執筆者の方に精選していただいた判例について、
「事案の概要」「判決のポイント」「応用と見直し」の３点に
つき、重要な点を簡潔に解説いただいております。特に「応用と見直し」では、判例の内容を踏まえて会社側が留意す
べき事項を指摘しております。手軽に判例の内容を理解でき、日々の労務管理実務に役立ちます。
1,870 円→1,680 円
東京 SR

編

税込定価 6,270 円→5,600

ご注文は下記をご記入の上、メールにてご注文ください。

NOW

労災保険法、同施行規則ほか、主要な労災関係法令を網羅している実務担当者必携の書。
ILO 条約、労災就学援護費の通達等も収録。

http://www.rodo.co.jp/ 〒173-0022 東京都板橋区仲町 29-9

PRINTING

東京支社 担当：倉持

円

ひと目でわかる 労働保険徴収法の実務 令和４年版（3 月下旬発刊予定）

MAIL : kuramochi@rodo.co.jp

FAX

B5 判／320 ページ

☎03（3956）7171
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労働新聞社 編
労働保険とは、労働者の業務上の負傷、疾病等に対して迅速な補償を行う『労災保険』と、労働者が失業した場合にその
生活の安定を図るための『雇用保険』の総称であり、この労働保険制度は、企業経営者にとっても、労働者の福祉の向上
を図ることによって企業経営をより円滑に進めるための重要な役割を果たしています。
本書は、労働保険の事務担当者ならびに関係者のために、労働保険制度の仕組み及び運用等の要点を、問答形式で解説し、
さらに各様式ごとに記載例を付して、実際に労働保険の申告事務等を行う場合の諸手続きをできるかぎりわかりやすく
編集してあります。
税込定価 2.640 円→2,380 円

ひと目でわかる 労災保険給付の実務 令和４年版（3 月下旬発刊予定）

準備中

B5 判／366 ページ

労働新聞社 編
労災保険給付は、労働者が、業務中や通勤途上において災害を被った場合に、労働者災害補償保険法の規定に基づいて
給付を行うものですが、災害の多様化に伴い保険給付の請求手続も多岐にわたっています。
本書は、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害・第三者行為災害等、労災保険給付に関する諸手続について、要点を
平易に解説、請求書等の全様式〈記載例〉については提出先の経路を図解して、実務的に使いやすい形に編集していま
す。
税込定価 2.640 円→2,380

弁護士 瓦林道広

準備中

本書は、中小企業向けに従業員が不祥事を引き起こした際の調査の進め方をテーマにしています。中小企業の総務・人
事担当者や社労士などの外部コンサルタントが調査を実施する際に指針となるよう、調査チーム設置のタイミングやメ
ンバー選定、ヒアリングの準備やヒアリングの際の留意点等のポイントを押さえながら、調査の流れを丁寧に解説して
います。
税込定価 1.540 円→1,380

円

ひと目でわかる
労災保険給付の実務 令和 4 年版

2,380 円

冊

1,980 円

冊

不祥事発生！中小企業向け
社内調査の進め方

1,380 円

冊

労働保険の手引 令和 4 年度版

1,880 円

冊

出産

育児フローシート（2021 年版）

600 円

冊

労災保険関係法令集 令和 4 年版

5,600 円

冊

ハラスメント対応シート（2021 年版）

700 円

冊

ひと目でわかる
労働保険徴収法の実務 令和 4 年版

2,380 円

冊

経営側弁護士による精選労働判例集

1,680 円

冊

労働保険事務組合の実務

令和 4 年版

第 11 集

ご担当者名
〒

ご
A5 判／168 ページ

著

冊

貴事務所名

円

不祥事発生！ 中小企業向け 社内調査の進め方

1,980 円

労災保険適用事業細目の解説 令和 4 年版

住 所

お電話番号
メールアドレス

FAX
＠

・送料は、書籍購入金額合計が 2,000 円以下ですと 320 円（税込）
、2,001～6,000 円で 530 円（税込）、6,001～10,000 円で 800 円（税込）、10,001～
29,999 円で 1,050 円（税込）、30,000 円以上ですと無料となります（個別発送については別途ご相談ください）。
・お支払方法：書籍に請求書・郵便振替用紙を同封して発送足します。お近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアでお支払いください。
・弊社ホームページからなど、この申込書以外でのご注文は割引適用外となります。ご注意ください。

