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今月のことば●他の人が成長しなければ、大きな成長はない 
自分一人が成長してもそれは限られたこと。他の人が成長することでそれ以上の 
成長が見込める。共に成長し、喜びを分かち合うことが真の成長。 
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      2013年新入社員研修のご報告 セミナー案内 

おかげさまで今年で６年目を迎えた新入社員研修。今回は３月２８、２９日に開催 
いたしました。参加人数は過去最高の２０社３４名。６グループに分け、グループ 
ディスカッションを交えながら２日間実施させて頂きました。(^^♪ 
◆１日目◆ 
知らない面々の中、何が始まるのかとガチガチに緊張した受講生たち(*^_^*) 
まず「あなたの第一印象は？」と題して２人1組で相手のことを紹介してもらう、
“自己紹介”ならぬ“他己紹介”からスタートしました。 

その後は“新入社員研修はなぜ必要か”“学生と社会人の違い”“新入社員でもできること”“会社の目
的は何か？”を講義＆ディスカッションで考えてもらい、身だしなみや言葉遣いなど職場におけるマナー
で終了。 
◆２日目◆ 
１日目のマナー講習で学んだ名刺交換のロールプレイングからスタート。慣れないセリフに戸惑いながら
も受講生がんばりました！その他電話応対、メモの取り方、報・連・相などの社会人として最低限知って
おきたい基本的な知識を習得して、両親への感謝の手紙、１年後の目標設定で終了。 
     研修後の受講生の顔は充実感に満ちていました(^o^)！ 

        新入社員フォローアップ研修 

“教育”は継続して行うことでより高い効果が得られます。 
弊社では、毎年９月に“フォローアップ研修”を開催しております。この“フォローアップ研修”
では、社会人として飛躍するコツを習得してもらうことを目的としています。開催要項はこちらの
紙面、ホームページなどでご案内いたします。お楽しみに！【９月２５日（水）に開催予定です】 

暖かい日が増えてきて、過ごしやすい季節になりましたね♪ 

新入社員の方が入社されて、早１ヶ月が経過します(*^_^*)５月病という言葉を 

良く耳にするのではないかと思いますが、これは新しい環境になり、緊張した

精神状態が続く中、ゴールデンウィークなどの長期休みで疲れが一気に噴出し、

倦怠感などに襲われる症状です。疲れを感じたり落ち込みやすくなっているな

と感じる方は、休みを利用してリフレッシュして頂きたいと思います(*^_^*)♪ 

忙しく、なかなか連絡が取れない友人と久々に 

会ったりするのもいいかもしれませんね(*^^)v 

ストレス発散の方法は、人それぞれ違うと思いますが、 

自分なりの方法で、心と身体を癒し、ゴールデンウィーク 

明けは、また元気に頑張りましょう(*^_^*) 

私も皆様に負けないよう頑張ります♪最後になりましたが、 

先月ご紹介できなかった弊所の新しいスタッフが登場しており

ますので、編集後記を是非ご覧ください♪ 

                     (高間) 

 
 
 
 
のんびりとした性格で
ほんわかしたイメージ
が漂っています。でも、
負 け ず 嫌 い の 一 面
も・・・。 
そんなあなたは、周り
から温かく見守られる
でしょう♪ 

あなたは 
「ビーグル」 

前川 賢 
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  今回、妊娠・出産にまつわる手続きを簡単にご説明しました。 
  こうしてみると、ご本人と定期的に連絡を取る必要がありますね。 
  上記の説明は細かいことを省略しましたので、もっと詳しいことを 
  知りたいという方は弊所にご連絡ください。 

❤❤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？ 

前回、妊娠・出産・育児に関する大まかな概要を時系列にしてみました。 

今回は簡単に内容をご説明致します。 

時期 手続き 要件 支給 必要なもの 

出産前 出産育児一時金 
（直接支払制度） 

出産予定日の約１ヶ月前 
（出産後に申請することも 
 できます。） 

医療費として１児につき
４２万円（病院によって
は、３９万円） 

ご本人が直接、病院に 
申請書を提出 

出産後 出産手当金 出産の為会社を休み、給与が
支払われない場合 

出産日以前４２日、出産
後５６日までの期間で休
んだ日についておおよそ
標準報酬日額の２/３が
支給されます。 

≪ご本人≫ 
 □印鑑 
 □医者の証明のある 
  申請書 
≪会社≫ 
 □タイムカード 
 □賃金台帳 

育児休業等取得者
申出書（新規） 

育児休業をする時 育児休業した月から会社
に復帰する月の前月まで
社会保険料が免除されま
す。 

育児 
休業中 

育児休業給付金 育児休業する前の２年間に 
１１日以上働いた月が 
１２ヶ月以上ある場合 

育児休業を開始した日か
ら１歳（場合によっては
１歳６ヶ月）になるまで
休んだ期間についておお
よそ給与の５割が支給さ
れます。（ただし、育児
休業期間中に給与が支給
された場合、減額される
ことがあります。） 

≪ご本人≫ 
初回のみ 
 □印鑑 
 □母子手帳の写し 
 □通帳のコピー 
≪会社≫ 
 □タイムカード 
 □賃金台帳 
 

育児休業等取得者
申出書（延長） 

育児休業を延長する時 

復帰後 育児休業終了届 予定より早く復帰した時 

育児休業等終了時
報酬月額変更届 

育児等を理由に復帰後の３ヶ
月の給与の平均が以前の給与
より低下した場合 
（少なくとも１ヶ月は１７日 
 以上の出勤日が必要。） 

４ヶ月目以降に社会保険
料が改定されます。 
（１等級でも変更する 
 ことができます。） 

≪会社≫ 
 □タイムカード 
 □賃金台帳 

養育期間標準報酬
月額特例申出書 
 

３歳未満の子を養育する間の
標準報酬月額が、養育開始前
の標準報酬月額を下回る場合 

将来の年金支給の際には
養育前の標準報酬等級で
年金額を計算されます。 

≪ご本人≫ 
 □印鑑 
 □お子さんの戸籍謄本 
 □お子さんの住民票 
 □ご本人の住民票 
  提出前６０日以内 
  に発行されたもの 

青・・・雇用保険に加入している方 
オレンジ・・・社会保険に加入している方 

２ヶ月ごとの申請です。 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://sozaishu.up.seesaa.net/image/15220B0F5B4D5A1BFStamp.gif&imgrefurl=http://sozaishu.seesaa.net/article/116782458.html&h=427&w=633&sz=20&tbnid=5w_07CleL9EUbM:&tbnh=79&tbnw=117&prev=/search?q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E5%8D%B0%E9%91%91&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E5%8D%B0%E9%91%91&docid=58vXm4kiyrNywM&hl=ja&sa=X&ei=rJIvT46NH4XNmQX4prjcDw&ved=0CEMQ9QEwAA&dur=2512


今までは６０歳になると年金が受給可能だったのですが、今年の４月以降６０歳になる方は、生年月日に
応じて年金が支給されなくなりました。３月までに、継続雇用の就業規則等は改定など必要な対応をして
頂きましたが、それ以外に会社として知っておくことはどのようなことでしょうか。 

 知っ得情報 ６０歳以降の社員の雇用と年金制度について 

Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved. 

 
 
 

年金制度は複雑で、法改正もたびたび行われていることからわかりにくいと大変 

不評なものの一つです（笑）ただ、会社と労働者本人が話し合いの場を持ち、 

お互いにとってよい条件は何かを検討していくことが必要です。 

ぜひこの機会に見直しをされてはいかがでしょうか。 

ご不明な点は0776－58－2470まで 担当：北出 

※１ 

■■定年後の働き方を考えてもらう■■ 
 ６０歳以降で働く方は年金を満額もらうか、それとも今まで通り働いて給与をもらうか色々考えること 
 もあるかと思います。６０歳以降どのような形で働くか会社と決めておきましょう。 

社員の生年月日 支給開始年齢 無年金期間 

Ｓ２８年４月２日～Ｓ３０年４月１日生 ６１歳 ６０歳～６１歳 

Ｓ３０年４月２日～Ｓ３２年４月１日生 ６２歳 ６０歳～６２歳 

Ｓ３２年４月２日～Ｓ３４年４月１日生 ６３歳 ６０歳～６３歳 

Ｓ３４年４月２日～Ｓ３６年４月１日生 ６４歳 ６０歳～６４歳 

Ｓ３６年４月２日～ ６５歳 ６０歳～６５歳 

6
0
歳
以
降
も
働
く
 

勤務時間が 
正社員と同様 

年金が調整される可能性あり 

勤務時間が 
正社員の3/4未満 

 社会保険から除外されるため 
 年金は調整されない（満額支給） 

■■具体的に見てみましょう■■ 
【条件】月給：20万円 
    １年間の賞与額：60万円 
Ａさんの総報酬月額相当額は、20万円＋60万円÷12＝25万円
となります。 
Ａさん の年金額が120万円の場合、基本月額は、120万円÷12
＝10万円。 
総報酬月額相当額と基本月額の合計額は、25万円＋10万円＝35
万円となり、 28万円を７万円超えます。超えた額の２分の１が
支給停止になりますので、３万5000円が年金からカットされま
す。 

■■働きながら年金をもらうと年金が止まる？■■ 
 働きながら年金をもらう場合、その時の給与額と年金額が一定金額を超えた時に年金が減額  
 されます。これは元々、年金は老後の保障と言う性質が強く働ける人に対しては年金の支給  
 を調整していることからきています。 

給与月額＋年金月額 

４６万円を超える 

４６万円以下 

年金が減額 

６５歳～ 給与月額＋年金月額 

２８万円を超える 

２８万円以下 

年金が減額 

６０～６４歳 

■■支給停止になる額は？■■ 
 65歳未満の場合、年金の基本月額＋給与額が28万円以下なら、年金の支給停止はなく、全額
がもらえます。28万円を超えると、支給停止（カット）の対象になり、28万円を超えた分の２
分の１が、年金額からカットされます。 
※給与額…「総報酬月額相当額」といいます。これは毎月の賃金額にその月以前の１年間に支払
われた賞与額を12等分した額が上乗せされたものです。 

種類 内容 具体例（61歳） 

給与月額 その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の賞与 
/１２ヶ月 

月給２０万円  +  
賞与６０万/１２ヶ月＝２５万円 

年金月額 年金額/１２ヶ月 年金１２０万/１２ヶ月=１０万円 

支給停止基準額 ６０～６４歳：２８万円  ６５歳～ ：４６万円 ３５万＞２８万 → 調整される 

年金が調整される考え方 

■■会社と労働者への影響は？■■ 
 ６０歳以降の働き方、賃金の見直しをすることは、労働者側からみると６０歳以降も給与と 
 年金額を合わせて手取り額に大きな変化がなければ生活に影響することもありません。また 
 社会保険料もその分軽減されます。 
 一方、会社側からみると人件費の抑制、社会保険料の軽減、若手社員の確保として考える 
 こともできます。 

年金が満額支給 

年金が満額支給 



風薫る５月。各地でイベントも多数開催されます。 
お出かけの参考になさってくださいね♪ 
 
◇５月１８日（土）・１９日（日）九頭竜新緑まつり（大野市） 
◇５月１９日（日）～２１日（火）三国祭（坂井市） 
◇５月２５日（土）～２７日（月）越前陶芸まつり（越前町） 
 

5月の 
おしらせ 
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お出かけ情報 

だんだん暖かくなってき

ましたね。GＷはどこか

に行かれましたか。 

北出家では毎年ＧＷは 

家族で旅行に行くことを

計画しており、今年はな

んと、横浜に行ってきま

す。この編集後記を書い

ている頃はGW前なので

妄想で記載しています

（笑） 

横浜はおしゃれな街とし

ても有名ですが、子供も

楽しめるところがたくさ

ん。調べれば調べるほど

大変楽しみです。またブ

ログなどで報告している

ので見てくださいね。 

所長 北出慎吾   佐藤早智代   高間亜希   橋本友美 

労働保険 
年度更新 

平成２４年度確定保険料及び平成２５年度概算保険料の年度更新時期となりました。
今年は、６月３日（月）から７月１０日（水）までが申告・納付期間となります。 
年度更新に必要な書類は、５月末に労働局より郵送される予定です。 
同封されているお知らせやパンフレットなどをご覧いただき、期間内に申告・納付 
してください。 

今年も５月末頃に「健康保険被扶養者状況リスト」が協会けんぽから送付されます。
これは、本来扶養から外れるべき人が扶養に入ったままになっていないかを確認する
ものです。対象は、４月1日現在１８歳未満の被扶養者及び４月1日以降認定を受けた
被扶養者以外の方です。 
リストを確認し、扶養から外れる方がいる場合は同封の「異動届」を提出して下さい。
また、該当者がいない場合も返送が必要ですので、いま一度ご確認ください。 

最近、夕方のウォーキン

グを再開しました^_^ 

毎日１時間近く歩きます。

住宅街を歩くと、たまに

人の生活音が聞こえてき

て楽しいです(^^♪私は辺

りをキョロキョロと見渡

しながら歩くので、怪し

い人満載ですが。（←い

つか捕まるかな(笑)） 

しかし、冬のわずかな期

間歩かなかっただけで、

結構様変わりするもので

すね。また、春になり家

の建替も多くみられ、ど

んどん変わっていきます。

何も変わっていないよう

に見えて変化していくも

のですね。 

先日、足羽山でパンス

ターズ彗星と土星をみる

会に参加してきました。

パンスターズ彗星は残念

ながら見えませんでした

が、土星はくっきりと見

ることが出来ました♪た

だ想像以上の人の多さで、

望遠鏡にたどりつくまで

５０分かかりました(^^ゞ

春とはいえ、まだまだ夜

は寒かった(>_<) でも

待っている間も星空や福

井の夜景を眺めていまし

た。そして星に関心があ

る人が結構いるんだなぁ

と改めて感じました★ 

皆さんも星空を眺めてみ

てはいかがですか？ 

４月１日から入社しました前川と申します。よろしくお願いします。現在は所長の北

出についてまわり、お客様のもとにお伺いさせてもらっています。まだお会いできて

いない皆様のお目にかかれることを心待ちにしています。 

去年の４～５月にかけて雑草畑だった家の庭をどうにか一面芝生にして早一年、初め

ての冬を越した芝生君たちがやっと復活！！おかえりなさい（＾０＾）/ これからの時期は

肥料やり、雑草抜き、目土かけ、エアレーションなど芝生君たちを元気にする工程が

目白押しですが、今年もお手入れがんばりますぞ（＞∀＜）ノ 
  前川 賢 

健康保険 
被扶養者 

状況リスト 
の提出 

「ゴールデンウィークな
のにうちだけどこにも行
かない！！(｀ε´)」っ
て息子がすねています
(笑)この「うちだけ」っ
てフレーズは私も散々
使ったなぁ(笑)「みんな
持ってる」とかも常套句
でした(*^_^*)決まって
「みんなって誰？」とか
「うちだけって何で分か
るの？」って親に返され
るんですけどね(笑)ゴー
ルデンウィークにはどこ
かに連れて行ってあげら
れたらいいのですが、何
の計画もない・・・(-_-;)
今年は福井県の行った事
がない場所に探検に行こ
うと誘ってみる事にしま
す(笑) 


