
     北海道立図書館パスファインダーＮｏ.１４ H27.2作成 H30.3改定 

 
 

パスファインダー（Pathfinder）とは、あるテーマ・主題を調べるときに役立つ資料やアプローチの方法を分かりやすく

紹介したものです。調べものをする際に、ぜひご活用ください。 
 

 

 
  

  社是 社訓 企業理念 経営理念 経営方針 定款 組織・役職管理 組織規程 役員職務 業務分掌  

職務権限 就業規則 給与 賞与 旅費 手当支給 育児 介護  人事考課 服務規律 会議運営 文書管理 

福利厚生 経理 金銭出納 帳票管理 営業秘密 営業時間 休業日 取引業務 取引契約 心得 監査  

情報セキュリティ 品質管理 品質方針 環境方針 危機管理 緊急事態対応 
 
 
 
 

 

 
 

                 本  の  情  報 請求記号  並んでいる場所 

会社規程総覧 模範実例 改訂8版 産労総合研究所出版部経営書院 2009.2｡ 336.38/KA 参考図書コーナー 

会社業務規定大集 1～4巻 新訂増補版 同文舘出版 1992.3 336.38/KA 参考図書コーナー 

社内規程百科 模範実例 改訂11版｡産労総合研究所出版部経営書院 2007.9 336.38/SH ビジネスコーナー 

社是・社訓 第3版 生産性出版 1998.7 336.38/SH 開架書庫 

就業規則総覧 改訂13版 産労総合研究所出版部経営書院 2011.3 336.44/SH 閲覧室 

就業規則ハンドブック モデル就業規則の逐条解説と見直しておきたい規程の解説 改訂5版 

産労総合研究所出版部経営書院 2017.8 
336.44/SH 参考図書コーナー 

                 本  の  情  報  請求記号  並んでいる場所 

会社法定款事例集 定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解 第3版 田村洋三監修 

日本加除出版 2015.8 
325.241/KA｡ 閲覧室 

定款・各種規則の作成実務  第2版 藤原総一郎著 中央経済社 2009.3 

（新・会社法実務問題シリーズ １） 
325.241/TE ビジネスコーナー 

中小企業の業務分掌・職務権限規程のつくり方 最強の組織を作る! 松沢信之著 日

本法令 2004.6 
335.35/C 閲覧室 

最新社内規定モデル集 インターンシップからメンタルヘルスまで 荻原勝著 日本経団

連出版 2002.7 
336.38/SA｡ 開架書庫 

社内規程百科  改訂11版 模範実例 産労総合研究所出版部経営書院 2007.9 336.38/SH ビジネスコーナー 

はじめての就業規則100問100答 福田秀樹著 まこといちオフィス 2007.12 336.44/HA ビジネスコーナー 

ホワイト企業の就業規則 中小企業必携! 職場ルール作りの勘どころがQ&Aでスラスラ分か

る 米田徹著 労働調査会 2014.11 
336.44/HO 閲覧室 

実例でわかる新しい就業規則のつくり方 坂井経営労務事務所著 
日本実業出版社 2007.11 

336.44/J ビジネスコーナー 

最新小さな会社の就業規則の見直し方・つくり方がわかる本 越石能章著 

ソーテック社 2010.3 
336.44/SA ビジネスコーナー 

社員の多様なニーズに応える社内規程のつくり方 矢萩大輔ほか著 日本法令 

2017.12 
336.44/SH 閲覧室 

会社の“きまり”をつくる 

検索のためのキーワード 

総覧・ハンドブックなど 

本を探す 



 
● ビジネス 企業・事業者向け手続分類 e-Gov 電子政府の総合窓口 

   http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=MENU1&kbn=20 
 

● 社労士の人事労務コンサルタント ヒューマンテラス株式会社 http://humanterrace.blogdehp.ne.jp/ 

  ■ 北海道経済部  

    札幌市中央区北3条西6丁目 TEL: 011-204-5315 FAX: 011-232-8840 

     http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sum/index.htm 
 

■ 経済産業省 北海道経済産業局  

    札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 TEL 011-709-2311（代表）  FAX 011-709-1778  

        http://www.hkd.meti.go.jp/index.htm 
 
   ■ 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター  

    札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階 TEL 011-232-2001(代表)  FAX 011-232-2011 

       http://www.hsc.or.jp/index.cgi 
 
   ■ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 北海道本部 

       札幌市中央区北２条西１丁目１番地７ ＯＲＥ札幌ビル６階  TEL 011-210-7470（代表） FAX 011-210-7480 

       http://www.smrj.go.jp/hokkaido/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● DREAM GATE 株式会社プロジェクトニッポン  http://www.dreamgate.gr.jp/ 
 

● アントレnet   株式会社リクルートキャリア  http://entrenet.jp/ 
 

● ビジネス文書の森 ジャスネットコミュニケーションズ株式会社  http://www.jusnet.co.jp/business/index.shtml 
 
 
 

関係の専門機関などにもたずねてみましょう。利用にあたっては、事前に対応してくれる時間や手続きなども確認しま 

しょう。 

 

 

    

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ここで紹介した資料や情報は、ほんの一例です。さらに調査をすすめるために、わからないことがあれば、図書

館の職員におたずねください。 
 

北海道立図書館 〒０６９－０８３４ 江別市文京台東町４１番地  

TEL０１１-３８６-８５２１  FAX０１１-３８６-６９０６  E-mail  reference@library.pref.hokkaido.jp 

                 本  の  情  報  請求記号  並んでいる場所 

就業規則で会社は変わる! 作り方と運用のルールで、社員のやる気、業績もUP 藤本勉著 

労働調査会 2012.1 
336.44/SH 閲覧室 

就業規則と社内規程集 逐条解説付 最新実務を徹底優先! 改訂版  松澤信之著 日本法令 

2008.9 
336.44/SH 開架書庫 

就業規則モデル条文 上手なつくり方、運用の仕方 第2版 中山慈夫著 日本経団連出

版 2010.8 
336.44/SH 開架書庫 

  

  ・閲覧室      ・参考図書     ・開架書庫     ・子どもの本コーナー 

  ・書誌       ・雑誌索引      ・医療健康情報コーナー  

  ・ビジネスコーナー ・旅の本コーナー  ・一般展示中    ・窓辺の本棚 

  ・文庫・新書コーナー・県史・市町村史コーナー        ・大活字本コーナー 

  ・社史コーナー   ・漫画コーナー   ・えほんコーナー  ・えほんコーナー展示 

  ・読書案内コーナー ・学校図書館支援コーナー        ・図書館学資料室 

  ・図書館学雑誌 

 

インターネットを使って調べる 

関係機関・団体 

資料を自由に手に取れる場所 

http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=MENU1&kbn=20
http://humanterrace.blogdehp.ne.jp/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sum/index.htm
http://www.hkd.meti.go.jp/index.htm
http://www.hsc.or.jp/index.cgi
http://www.smrj.go.jp/hokkaido/
http://www.dreamgate.gr.jp/
http://entrenet.jp/
http://www.jusnet.co.jp/business/index.shtml

