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今月のことば●未知なる自分との出会い 
未体験のことをすることによって新たな自分が見えてくる。やったことがないこと
もまずはチャレンジしてみよう。そこから得られるものは必ずある。 
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秋といえば○○の秋ですが、芸術の秋・読書の秋・食欲の秋・行楽の秋・スポーツの秋。 

皆さんはどの秋を思いおこしますか？ 私はスポーツの秋ですね。運動の合間に涼しさ

を感じられ、より快適に体を動かせるいい季節です C= C= C= ┌(･_･)┘ 

毎日運動とは疎遠の業務をしているので、体動かさないと老け込みますしね (´Д`|||) 

スポーツといえば２０２０年のオリンピックが東京に決まりましたね～。おめでとう 

ございま～すv(＾O＾)v 私としてはオリンピックまでの７年間で日本がどのスポーツに力を入れていくのか 

楽しみですね。お家芸の種目は当然として、メダルを取りに行くためにマイナースポーツに力を入れても 

   らって、新たなブームが起こるのも面白いな～って勝手に思ってます。  

   では７年後会場でお会いしましょ～(^_^)/~~       （前川）                 

  お客様インタビュー  株式会社 ジャパン様 

どんな要望にも、NOと言わない技術と信念があります。 

―（前川）まず御社のお仕事の内容を教えていただけますか。 
衣類のメンテナンスを主としたクリーニング業を行っています。他には、かばんや毛皮のコート
などの修理からリメイクといったこともしています。また、ここ数年コインランドリー事業も
行っており、クリーニング店舗と併設した店舗展開をしています。 
―クリーニングとコインランドリーを併設することで、お客様にどういった利点がありますか？ 
私どもの店舗では「お手伝い宣言」を掲げております。お客様が洗濯物を洗濯機に入れてその場
を離れてしまわれる時でも、離れる前にお声がけいただければ、洗濯物を乾燥機に移して乾燥ま
でして差し上げるといったお手伝いなど、お客様に安心して利用していただけるようなサービス
を提供させてもらっています。 
 ―それは大変ありがたいですね。では、メインのクリーニング業でのアピールポイントをお教
えいただけますか？          早い・安いが売りのクリーニング業界とは一線を画し、 
 

今回は、福井県嶺北でクリーニング店を７０店舗展開されている株式会社ジャパン様にお伺いしました。 

代表取締役 
寺前陽一郎様 

クリーニングの原点である「限りなく新品に近い状態に復元する」ことを徹底的に追及し、かつ、お客様のどんな要望にも
NOと言わず、どうすれば出来るのかを常に研究し続けています。また、我が社は業界初の汗ぬきクリーニングを技術開発し、
ドライクリーニングでは落ちない汗などの水溶性汚れを落とし新品同様に復元するその技術が 
数社のアパレルブランドから高い評価を受け、メンテナンス契約を行っております。 

―今までのお仕事の中で、一番思い入れのある出来事はなんですか？ 
一昨年、東京のお客様で３代にわたって重宝してきた着物のしみぬきの依頼を受けました。 
その方はいろいろな店舗を渡り歩きどの店舗でも断られ続けたそうです。「NOと言わない」
がモットーの私どもは何とかしみぬきの方法は見つけたものの、膨大な時間とコストを 
要することがわかり、お客様にそのことを伝えました。すると「納期や金額は問題ではない 
ので、お願いします」と一発返事を頂きました。仕上がりには半年もの時間を要しましたが、
仕上がりに大変満足していただきお礼の電話をいただきました。 

―最後に、洗濯のプロの視点から、家庭洗濯でのアドバイスをいただいてもよろしいですか？ 
では、汗汚れを落とすポイントを紹介します。汗じみには皮脂(油分)が含まれている為、普通
に洗濯しては油の膜が汚れを守ってしまいます。油の膜を剥がす方法としましては、洗濯の最
初の１回目は温水を入れること。温水が油の膜を剥がします。ただし、あまり高温にしますと
洗濯槽がいたみますよ(笑) もう１つお勧めなのが、食器用洗剤を油汚れに歯ブラシで叩き込
むこと。これは洗濯の10～15分程前に行ってください。食器用洗剤は油に強いですから効果
ありますよ。一度試してみてください。 

―早速試してみます。本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。 

 株式会社ジャパン様のHPはこちら http://www.japan-21.co.jp/ 



■■本採用拒否！？■■ 
では、試用期間中の適格性をみて本採用しなかった 

場合はどうなるのでしょう。 

正社員と比べて緩やかな解約の事由がありますが、

客観的合理性、社会通念上の事由が問われます。 

けいえい
ろうむ 
相談室 
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※１…解雇は、客観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものと
して、無効とするとなっています。 
       （労働契約法第１６条） 
※２ …入社して１４日以内の試用期間
中の労働者に関しては、解雇予告手当を
払わなくてもいいことになっています。 
       （労働基準法第２１条） 

1分間ろうむスタディ 

 
試用期間終了後、正社員としての活躍される方です。一社員としてきちんと
教育をしましょう。まず、やってみせ、失敗を恐れず何回も繰り返し経験を
させることです。教育結果や失敗した時には適切なアドバイス・改善をして
下さい。その際に、記録しておくことで後々役に立ちますよ。 

❤❤社労士さとうのワンポイントアドバイス❤❤ 

今、新しい人を雇入れました。入社してから３カ月間は
試用期間で、３カ月後に本採用にしようと考えています。
ただ、能力不足だったら、試用期間で辞めてもらおうと
思っています。何か問題がありますか。 

会社によっては、採用後に一定の試用期間を設けて入社した社員の適格性を観察・評価し、試用期間
満了時に本採用にする、という扱いをしているところを耳にすることがあります。そもそも試用期間
とは何でしょう。 
  

■■試用期間とは？■■ 
試用期間というのは、読んで字のごとく試しに使用する期間です。社員を採用した場合、会社はその人

の性格、勤務態度、作業能力等が未知であり、また社員にとっても本当にこの会社が自分に適している

のか解らないため、相互にそれらを判断する期間です。この試用期間中は解約権留保付労働契約（※）

となります。 

  （※）… ある事由があったら解雇できるという解約権を保留したまま労働契約を結ぶこと。 

       例えば、採用時に分からないことが判明した場合など （右下参照）。    

この解約権は通常の解雇よりは若干条件が緩やかです。ただし、緩やかとは言っても、客観的合理性、

社会通念上相当を問われるので、通常の「解雇」（※１）とあまり変わらないと考えて下さい。 

例え、能力面などで適格性に欠けるとしても、 

途中で「不適格」と安易に判断するのは禁物です。 

試用期間は教育や指導をする期間でもあるので、 

その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイント 

になります。また、この試用期間中は 

他の社員と就業規則上の扱いの違い等はありません。 

当然、試用期間から雇用保険・社会保険に加入 

しなければなりません。 

一般的に、試用期間は３ヶ月～６ヶ月、長くても１年です。 

■■有期労働契約としての試用期間■■ 
会社によっては、期間の定めのある労働契約（有期労働契約）を締結して採用し、仕事させる中で適格

性等を見て、問題がないことを確認できた場合に期間の定めのない労働契約に変更するという扱いをし

ているところもあるでしょう。このような場合、形式上は有期労働契約であっても、実際は試用期間で

あると判断される可能性があります。例え契約期間満了で契約を打ち切ったとしても、試用期間である

と判断されれば上記で説明したように「解雇」として判断されることになります。 

また、有期労働契約としても、「３回以上更新されている」又は「１年を超えて継続して雇用されてい

る」社員に対して、３０日前に期間満了の話（雇止め）をしていただく必要があります。また、場合に

よっては雇止めとならず、有期労働契約が更新されたことになります。いずれにせよ、注意が必要です。 

正社員と比べて緩やかな解約の事由(例) 

・出勤率不良として、出勤率が９０％に 

 満たない場合や３回以上無断欠勤した場合  

・勤務態度や接客態度が悪く、上司から 

 注意を受けても改善されなかった場合  

・協調性を欠く言動から、 

 従業員としての不適格性がうかがえる場合  

・経歴詐称              など 

■■解雇予告手当■■ 
いずれにせよ、入社して１４日を超える場合は、 

解雇予告手当を支払う必要があります（※２）。 



 
 
「ここで働きたい！」「当社の求める人材はこうです」と
思ってもらえるかという観点で見直してみましょう。次の
項目を参考にしてみてください。 
①会社の特長（８０文字程度） 
→企業理念、会社の雰囲気、今後の方向性など求職者が 
 その会社で働くイメージがつかめるかどうかが重要です。 
②事業内容（８０文字程度） 
→事業内容や取扱品目、サービスについて記載します。 
 商品・サービスの特長、ターゲットなども記載しておく 
 とよいでしょう。 
③職種（３０文字程度） 
→一般的な「販売員」という表示ではなく「販売スタッ  
 フ」「販売・陳列スタッフ」など横文字を使うことに 
 より反応率も高まります。（漢字だけだと反応が鈍い） 
④仕事内容（１７０文字程度） 
→できるだけ具体的にイメージがつくように記載 
 しましょう。 
⑤求人にかかる特記事項（１３０文字程度） 
→仕事内容に書き切れなかったこと、求める人物像などを 
 記載します。（仕事を楽しむことができる人、前向きな人 
 に向いていますなど） 

 知っ得情報 求人票を工夫していい人材を確保しよう！ 

   

【業務内容】       
パンの接客、対応 
・レジ打ち 
・商品陳列 
・電話応対 
・店内清掃 
【時間】 
・8：00～17：00（75分） 
【賃金】 
・150,000円～180,000円 
【年間休日】 
・105日 
【必要な経験・資格】 
・接客経験者優遇 
・普通免許 
【特記事項】 
・3ヶ月の試用期間 
 

☎０７７６（５８）２４７０ 
北出経営労務事務所 

担当：北出まで 
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求人票を工夫して、いい
人材を獲得しましょう。
まずはどんな人材に働い
てもらいたいかを書き出
しましょう。 

■■いい求人票はどっち？■■  

いい人材が欲しい、長く勤めてくれる人が欲しい。経営者や人材担当者が抱えている悩みです。 
採用活動と会社の利益は密接に結びついているということは言うまでもありませんが、人を一人雇うことに
より多額の費用が掛かっているということは意外と知られていません。だからこそ、会社が望む人材と応募
者が入りたくなるような求人票が重要なのです。当然、いい人材に入社していただくためには、会社も常に
いい会社になるための努力をする必要があります。それなしではいい人材は入ってきませんからね。 

ぜひ実践して
みてください！ 

次の２つの求人募集内容をご覧ください。どのような印象をお持ちになりますか？ 

ぜひ実践して
みてください！ 

 
 
 

【業務内容】 
町のパン屋さんの接客業務です 
・レジ打ち（お客様と会話を楽しんでください） 

・焼き立てパンの陳列、補充（おいしそうなレイアウト） 

・電話注文時のお客様とのやりとり、受注処理 
・お店の清掃 
【時間】 
・8：00～17：00（休憩60分＋午後15分の休憩） 

【賃金】 
・150,000円～180,000円（別途通勤手当あり） 

・社会保険完備、福利厚生制度あり 
【年間休日】105日（月8日の休日） 
【必要な資格】 
・接客が好きな方大歓迎 
・パン好きな方大歓迎 
・普通自動車免許（AT限定可） 
【特記事項】 
・制服を支給します 
・3ヶ月の試用期間があります 
・明るく前向きな方に向いているお仕事です 
・20～30代の方が多い職場です 
・一度見学にお越しください 

■■求人票記載のポイント■■  

左側は、ハローワークの求人票によく記載してある
形式です。仕事内容や必要な職務能力は箇条書きで
記載していますが、具体的な仕事内容とは言い難く、
どんな人材が欲しいかについて、少々物足りなさを
感じます。このような求人票だと条件面だけで選ば
れることになります。 

右側は、仕事の内容がより具体的になり、欲しい人
物像が明確になっています。また、職場の雰囲気も
求人票から読み取ることができます。求人票には求
職者に会社の魅力を十分に理解していただき、求職
者にとって必要な情報が具体的に網羅されているこ
とが必要です。特記事項を有効に活用しましょう。 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 



１０月の 
おしらせ 

最低賃金が 
変わります。 

福井県の地域別最低賃金は、７０１円に変わります。（平成２５年１０月１３日より） 

※特定の産業には産業別最低賃金が定められています。詳しくはこちら 
http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=17 

 
 

厚生年金の 
保険料が  

変わりました。 

 
 

厚生年金保険の保険料率が、平成２５年９月分（１０月納付分）から、0.354％ 
（坑内員・船員は0.248％）引き上げられました。 
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は、平成２５年９月分（１０月納付分） 
の保険料を計算する際の基礎となります。 保険料額表はこちら 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982 

  10月の 
   お仕事 
 カレンダー 

◆年次有給休暇発生 ４月に入社された方は、今月より有給休暇が発生します。 
◆３１日 ・７月～９月の労働者死傷病報告（休業４日未満）の提出期限です。 

                     【提出先：労働基準監督署】  
     ・労働保険料（延納第２期分）の納付期限です。 
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先日、前職で知り合ったメンバーで、朝方まで飲み明かしました。会社を辞

めても集まれる仲間っていいなぁ～、そんなことをしみじみと感じながら、

美味しいお酒を堪能していました。そんな中、遅れて登場したあるメンバー

に向かって思わず、「誰？？」と突っ込んでしまいました。彼いわく、１５

キロも太ったとのこと・・・。さすがに１５キロともなると、リアルに誰か

わかりませんでした・・・（汗）明日は我が身。体型維持に努めねば（笑） 

所長 北出慎吾 

  橋本友美 

  佐藤早智代 

先日、コーヒーの講習に参加しコーヒー豆の種類や焙煎等の話などお聞きし

ました。奥が深く大変興味深かったです。その講習で効きコーヒーがありま

した。比べて飲んでみると味の違いがよく分かりますね。私はどちらかと言

えば浅炒りが好き～かな。でも、その時に甘～いお菓子が出されたのですが、

自然と深炒りに手がいきました（人間の本能かI?）。結局、その時に飲みた

いと感じた物がおいしいのでしょうね（笑） 

人生初登山に行ってきました。目的地は、福井県最高峰の三ノ峰！標高2095ｍ

ですが、あまり聞いたことがないですよね。実は私も知りませんでした。しかし

山をナメてはいけません。結構しんどいのです。天候が良くなかったというのも

ありますが、景色を眺める余裕もなくただ、黙々と修行僧のように登っていまし

た。途中、心が折れそうな時も何度か（> <。）でも、途中投げ出さなくてよかっ

たです。４時間半かけて登った達成感はやり遂げた人にしかわかりません（笑） 

秋と言えば、ダンゼン食欲の秋ですよね♪新米をはじめ、さんま、さつま
いも、栗、かぼちゃ‥など。本当に美味しいですよね (*^_^*) さらに、お
菓子コーナーには秋の新商品がずらり (*^_^*) 見ているだけで嬉しくなっ
ちゃいます。いや、もちろん手も伸びますよ (^^ゞ そんな中、この時期無
性に食べたくなるものの一つが、岐阜県中津川の「栗きんとん」。あの上
品な甘さと食べごたえが、栗好きにはたまりません。 

前川 賢 

  坂野孝太 

・１０月 ３日（木）～１１月１０日（日）たけふ菊人形 
・１０月１３日（日）     丸岡古城まつり 
・１０月２６日（土）・２７日（日）   九頭竜紅葉まつり 
・１０月２７日（日）     そばまつり in みやま 

お出かけ情報 

9月10月で、保育園・小学校・地区と3回も運動会があります。今年はど

の運動会の役にもあたってないので楽ですが、さすがにこうも続くと行く

のが億劫になりますね (´‐ω‐）=з 参加ポイントが入るから競技には

出なくてもとりあえず参加しなさいとのお達しが届いたりするわけで結局

行くんですけどね(＞0＜) 今年は２番目の子が保育園最後の運動会で、最

後のほうに太鼓の発表もあるので、しっかり勇姿を記録せねば p(･∩･)q 

http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=17
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

