
―私たちにも身近なクリーニングですが、本当に奥が深い世界だということがわかりました！ 
最後に、１０年後のビジョンを教えて下さい。 
１０年後だと、自分は後方部隊で今よりも更に楽しみながら仕事をしているでしょうね。仕事の
中に道楽があるので(笑)お客様が必要とされる限り続けていくと思います。それが、私の元気印
の基ですから。 
―本日はお忙しい中、本当に 
ありがとうございました。                  

有限会社クリーンマスター有賀様のお問合わせ先 
福井市羽坂町２４-１-１８☎0776（37）1855 
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今月のことば●価値を伝えよう 
 あなたの商品・サービスの価値は何だろう？お客様に価値が伝わらな  
 ければ、あなたの商品・サービスは存在していないことと一緒。 
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今回は、「ありさんのクリーニング花堂店」に伺いました。 
時期的にお忙しい中、快くインタビューをお受けくださりました。 

こちらは福井市羽坂にある本店 

代表取締役 有賀 秀雄様 

   お客様インタビュー   有限会社 クリーンマスター有賀 様 

１枚３００万円！！の毛布も手掛ける安心の技術 

    ―まずは御社の仕事内容を教えて下さい。 
見てのとおり、洋服や着物のクリーニング業です(笑)始まりは着物の御用聞きとして昭和５６年に
スタートし、それから２０年近くは集配一本、店舗を構えて１１年。現在は３店舗あります。 
―数あるクリーニング店の中でのセールスポイントはどこですか？ 
普通は機械的に仕上げるのですが、うちでは手をかける部分、例えばしみ抜きやリフォームにこだ
わりがあります。月１回の勉強会にも参加して、数をこなすことで腕をあげていきます。そうする
と、同業他社や県外からも依頼がきたりしますね。うちの強みは「お客様に喜んでもらう技術を提
供すること」「応用が効くこと」だと考えています。 

いないので、皆様にご紹介できませんが、５月号ではご紹介
できると思いますので、乞うご期待！！(笑)  
                        (高間) 

待ちに待った春がやって来ましたね～♪ 

植物も動物も活動が活発になる季節ですね(*^_^*) そのせいか、私も春になると、 

何に対してなのかよく分かりませんが、やたらとやる気が出てきます(笑) なんだか

ちょっと意味もなくワクワクしたりしちゃいます♪ それと、なぜか身の回りのあら

ゆる物を洗いたくなります(笑)家の周りでは、子供たちの遊びまわる声が聞こえて 

くるようになりました(*^_^*) あぁ春なんだなぁと実感します(ー｀*) 

さて、４月といえば、新入社員の方が入社された事業所様も多いのではないでしょう 

か(*^_^*) 弊所にも、４月から、新しいスタッフが加わります♪

このけいえいろうむを編集している時期は、まだ４月になって 

 

 

―なるほど。と、ここで面白いものをみせていただきました。「クリーニング業＝個人」と思っていましたが、実はアパレル業
や染色業といった一流メーカーからの依頼もあるそうなんです。見せていただいたのは、素材が違うスポーツウェア。それを同
じ白に仕上がらないかというもの。何度も試すうちに確実に目立たなくなっていました。他にも、インドの細やかな手刺繍を施
した衣類を色落ちしないようにできないかという依頼。そうすることで家庭での洗濯が可能になるそうです！！こうした依頼も
まずはお受けするそうです。高い技術と探究心がないとできませんね。 
では、これまでお仕事をしてきて一番感動したエピソードがあれば教えていただけますか。 
先日、１枚３００万円するというビキューナの毛布が出ました。点々としたシミが全体に広がっていたのです。目立たないよう
に直したのですが、何かもっと良い方法があるのではと勉強会でお世話になった方に相談してみました。すると、その方が一部
を手掛けて下さったのですがその仕上がりが違う。聞くとびっくりするような方法をとられていたのです。自分なりにきれいに
した自負があったのですが、その方の技術をみて感銘を受けましたね。知ると知らないとでは雲泥の差なんです。もちろん、そ
の後自分で仕上げて、お客様には大満足していただけました。日々勉強ですね。 



けいえい 
ろうむ 
相談室 

 
 

産前産後休業、育児休業をする際の社内での対応や手続きを時系列にしてみました。 
こうしてみると、休業する社員と連絡を取り合い、丁寧な対応することが求められますね。
また、会社内部の異動など必要になってくるかもしれません。 
詳しい手続きの内容は次回でご説明しますが、上記を参考に長期計画を考えてくださいね。
また、社員が戻ってくる環境を整えておくことも必要です。 

❤❤社労士さとうのワンポイントアドバイス❤❤ 
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１分間ろうむスタディ 

 さとう 

社員から「妊娠しました。」という報告がありました。 

会社としてできるだけのことをしたいのですが、 

具体的にどのようなことをすればよいですか？ 

妊娠・出産・育児に関する大まかな概要を今回は時系列にしてみました。 

次回で内容の詳細をご説明致します。 

妊娠 

育児 

産前42日 

産後56日 
翌日…育児休業開始日 

復帰 

６週間
（＋α） 

育児期間 

産前期間 

出産 

８週間 

産
後
期
間 

（雇）・・・雇用保険の手続き 
（社）・・・社会保険の手続き 

復帰後 
3ヶ月経過 

 ≪例≫ 
 子 ど も ・・・1人 
 出産予定日 ・・・平成２５年９月６日の場合 
 出 産 日 ・・・平成２５年９月１０日の場合 
 産前産後期間・・・平成２５年７月３１日 
               ～平成２５年１１月５日 
 育児休業開始日・・・平成２５年１１月６日～ 
  ※ 出産日は産前期間に含まれます。 
    出産予定日と出産日の期間は産前期間になります。 

 

（社）出産育児一時金請求 

（社）被扶養者（異動）届出   
   （ご家庭の状況により必要です。） 

（社）出産手当金支給申請 
（社）育児休業等取得者申出書（新規） 

（雇）育児休業給付金申請 

（社）育児休業等終了時報酬月額変更届 
（社）養育期間標準報酬月額特例申出書 

産前42日 

◆休業に入る前に 
産前産後休業期間の社会保険料 
及び住民税の控除をどうするか 
ご本人と相談してください。 

  ◆復帰後の労働条件を話し合って下さい。 
  ・仕事の内容 
  ・労働時間 
  ・時間外労働の有無 
 ※ 通勤途中に子どもを預けるのであれば、 
   通勤経路も確認するといいですよ。 
  

◆ご本人から「育児休業取得申出書」を
提出いただき、「育児休業取扱通知書」
をお渡しください。 

◆給与計算に注意してください。 
     （ご家庭の状況により必要になります。） 

  ・税の扶養人数 
  ・家族手当 
  ※出産祝い金を支給することもあります。 
 （←３ヶ月後に随時改定が必要なことも） 
  

 ◆子の看護休暇（お子さんの予防接種や健康診断等のため）もあります。  

◆妊娠の報告を受ける 
 ※事前に会社の就業規則が 
  法律を満たしているか 
  確認しておくといいですよ。 

http://koma-koma.jp/?pid=4280143


毎年３月・４月は助成金の改正がおこなわれる時期ですが、今年度は新しい政権となったこともあり、 
新たな助成金が続々と登場しています。今回は、新しい助成金についてご紹介します。 

知っ得情報 ～新しく設立された助成金情報～ 
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上記記載内容以外にも細かい要件がありますので、これは？と思ったものが 

ありましたら ☎0776（５8）2470 までお電話下さい。  

最適な助成金のアドバイスをいたします。            担当：北出 

助成金名 内容 注意点 

特定求職者 
雇用開発助成金 

ハローワークの紹介により次の労働者を雇い入れた場合、助成金を 
支給。 
 ・高年齢者（６０～６５歳）  
 ・障害者 
 ・母子家庭の母 
これに父子家庭の父も加わりました。 
平成２５年３月からは、一定の所得に満たない父子家庭の父も、 
新たに雇い入れの対象となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※）短時間労働者：１週間の所定労働時間が 
          ２０時間以上３０時間未満である者。 

新たな雇い入れが 
対象です。 
 

正規雇用労働者 
育成支援奨励金 

正社員の教育訓練経費の助成：１人当たり上限２０万円 
条件：健康、環境、農林漁業の事業を行う事業主 
    訓練時間が１コース１０時間以上（ＯＦＦＪＴ（※）） 
    職業訓練に関する計画書提出 
（※）ＯＦＦＪＴ：通常の業務と区別して業務の遂行の過程外で 
         行われる（事業内または事業外の）職業訓練。 

建設業、製造業で
も環境に関連する
事業を行っている
場合、対象事業主
となります。 

非正規雇用労働者 
育成支援奨励金 

パートタイマーや有期契約労働者の教育訓練経費の助成：  
１人当たり上限３０万円 

賃金の助成： １人１時間当たり ８００円（ＯＦＦＪＴ） 
       １人１時間当たり ７００円（ＯＪＴ） 
条件：・健康、環境、農林漁業の事業を行う事業主 
   ・訓練時間が１コース２０時間以上 
   ・キャリアアップ計画の提出 

建設業、製造業で
も環境に関連する
事業を行っている
場合、対象事業主
となります。 

若者チャレンジ 
奨励金 

３５歳未満の非正規雇用の若者（※）を自社の正社員として雇用する
ことを前提にＯＪＴとＯＦＦＪＴを組み合わせた訓練を実施する事業
主の方に奨励金を支給。（訓練期間は３カ月以上２年以下） 
 
 
 
 
 
 
 

（※）対象となるのは次のいずれにも該当する者 
①３５歳未満 
②過去５年以内に訓練を実施する分野で正社員として３年以上継続 
 して雇用されていない、ジョブカードの認定を受けた者 
③訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者 

新卒者は対象外と
なります。 

区分 受給額 
（）大企業 

対象 
期間 

支給期間 

短時間 
労働者 
以外 

９０万円 
（５０万円） 

１年間 ６ヶ月後：４５万円 
   （２５万円） 
１年後：４５万円 

（２５万円） 

短時間 
労働者 
（※） 

６０万円 
（３０万円） 

１年間 ６ヶ月後：３０万円 
（１５万円） 

１年後：３０万円 
（１５万円） 

訓練奨励金 １人当たり月１５万円 

正社員雇用奨励金 正社員として雇用後１００万円 
 １．１年後：５０万円 
 ２．２年後：５０万円 

既存の労働者は 
対象となりません。 



4月の 
おしらせ 

4月の 
お仕事 

カレンダー 

◆30日 1月～3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】  

春になり、辺りが色づき
はじめましたね。世界が
モノトーンの色彩から一
気に華やいだ色彩へ変わ
りますね(^^♪  
芸術に取りかかるには
持ってこいの季節かも～
なので、「芸術の秋」に
するようなことをこの春、
立て続けに楽しんでおり
ます(^^♪ 
私の中で勝手に「芸術の
春が来た！」と心躍って
おります(^^♪ 
花が咲いたら風景撮影で
もしようかな～(^^♪（腕
前は聞かないでください
ね（*^_^*））  
ホント日本の四季ってい
いですね。辺りを見渡す
だけで情感を楽しめます
から(^^♪ お手軽な私の
芸術鑑賞です(^^) 

春ですね♪寒い冬、家に

閉じこもってばかりいた

ので、なんだかウキウキ

します(*^_^*) 

春と言えばお花見♪私が

よく出没するのは足羽河

原や西山公園。毎年お弁

当を持って出かけます。 

そういえば、福井鉄道に

オレンジ色の新型車両が

導入されましたね。いつ

もは車で出かけますが、

たまにはのんびり電車に

乗るのもいいですね。 

あと、福井に住んでいて

も、まだ行ったことがな

いところがたくさんあり

ます。今年はそんないろ

んなところに出かけて、

新たな発見をしたいなぁ

と思います(^_^)v 

子供の頃、親がよくサス
ペンスだとか、時代劇だ
とかを楽しそうに見てい
るのを全く理解できませ
んでしたが、最近になっ
て、その気持ちが痛いほ
ど分かるようになってき
ました(笑) 
相棒、必殺仕事人、科捜
研の女、ハンチョウetc
２時間もののサスペンス
は小躍りしたくなるくら
い楽しみになっている今
日この頃です(笑)ただ、
家の中には理解者がいな
いので、結局チャンネル
争いに負けてしまう(-_-
)あの時、親はこんな気
持ちでチャンネルを譲っ
てくれていたんだと思い、
少し切なくなったので、
心の中ですまんかったと
謝っておきました(笑) 
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お出かけ情報 

WBC、侍ジャパン負け

ちゃいました、、、3連

覇を期待していたのに残

念！それでも日の丸を背

負って戦った姿には拍手

です。今後はペナント

レースですね。 

 さて、4月と言うと会

社に新入社員が入り、社

内がちょっと明るくなっ

たりしますよね。後輩が

入ると先輩はいいところ

を見せようとしますし、

張り切ります。(笑)結果、

自分自身の成長にも役立

ちますよね。ということ

で、当社も4月に新入社

員が1名入社予定です。

来月の事務所ニュースに

は登場するかと思います

のでお楽しみに＾＾ 

所長 北出慎吾   佐藤早智代   高間亜希   橋本友美 

年齢による 
手続き関係を
チェック 
しましょう 

 
年齢による手続きには以下のようなものがあります。 
この時期に一度確認しておくと便利です。 

４０歳到達  昭和４８年生まれ 介護保険料の徴収開始（提出書類なし） 

６４歳到達（※4月1日時点で） 雇用保険料の徴収終了（提出書類なし） 

６５歳到達  昭和２３年生まれ 介護保険料の徴収終了（提出書類なし） 

７０歳到達  昭和１８年生まれ 

厚生年金保険 ７０歳以上被用者該当届の提出 

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届の提出 

厚生年金保険料の徴収終了 

７５歳到達  昭和１３年生まれ 健康保険・厚生年金保険 資格喪失手続き 

桜も開花し、いよいよ春本番ですね。 
越前時代行列 
福井の春の風物詩ともいえる越前時代行列。今年は４月１３日（土）
に開催されます。ちなみに今年の配役は、お市の方役は高橋愛さん、
柴田勝家公役は西村和彦さんです。 
桜のライトアップ情報 
足羽川左岸堤防・福井城址（福井県庁）・足羽神社のしだれ桜・ 
一乗谷朝倉氏遺跡の糸桜・足羽山愛宕坂の回廊など 


