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   お客様インタビュー   

今月のことば●為せば成る 
人が何かを為し遂げようという意思を持って行動すれば、何事も達成に向かう。 
「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」まずはやってみよう！ 

   お客様インタビュー   株式会社Cplus様 

商売とはお客様の人生の岐路で貢献すること 

寒さも和らいできて、やっと春が来たって感じですね～ (*^_^*) 
春と言えばやっぱり桜！ 桜の並木道を歩くと別世界に来た感じがしてなんだかウキウキします
よね  (≧∇≦) 各地で祭りや屋台がでるのも楽しみです。花見での飲みすぎにはくれぐれも注意
してくださいね ε= (^□^*)  
 さて、4月になり、弊所にも新しいスタッフが入ることになりました。

詳細は５月号で紹介させて頂きますが、私もちらっとしか見ていない
のでとても楽しみにしています。 (o^-')o 

同じように新入社員が入る事業所様が多いかと思われ
ますが、その際は早めに担当スタッフにご連絡をお願
いしますね。 m(_ _)m 
また、4・5・6月は社会保険料の算定対象月ですので、
残業はほどほどにしてくださいね。    （前川） 

―まず、御社のお仕事内容を教えてください。 
パワーストーンと呼ばれる天然石の輸入販売を行っています。 

今回は福井市にJOLIJOLIパリオ店、東京にJOLIJOLI代官山店を構える、 
株式会社Cplusの南伊津美様にお話をお伺いしました。 
ちなみに、JOLIJOLIはフランス語で“かわいいね”っていう意味らしいですよ。 

―なぜ、天然石の販売をしようと考えられたのですか？ 
中国に行った際に、たまたま天然石に出会って、“なにこれ！すごく綺麗！”と一目ぼれを
して自分用に購入したことが、天然石販売を始めようしたきっかけですね。 

              ―次に、お仕事をされてきて感動したエピソードを教えてください。 
もちろんお客様はパワーストーンに願いをかけて購入されることが多いのですが、身につけた人からありがとうと言われる
のは嬉しいですね。いい方向に転換するきっかけを提供させて頂けたと思えた時や、貢献できたと感じる時はこの仕事をし
ていてよかったと思いますよ。 
―では、購入のきっかけともなる、パワーストーンの効果についてお聞かせください。 
そもそも天然石は、遥か大昔薬が無かった時代に、その薬の代わりとして服用したり、祈りや呪いにも使われてきました。
勿論現代では薬として飲むことはありませんが、潜在意識に働きかける力があると思います。 

―パワーストーンを購入するおすすめのタイミングはありますか？ 
当店の主力商品はブレスレットが多いのですが、単価設定として、一粒40円から数万円まで、 
約1,000種類ほどの天然石を取り揃えています。その中から、店員がアドバイスさせていただき、 
お客様と相談しながら、世界にひとつだけのオリジナルブレスレットを作成します。 
予算も自由ですし、願い事を叶えたい時（金運・仕事運・健康運・恋愛運など）や厄除けのお守り 
に是非。何と言っても、値段がわからないのでプレゼント用に最適です（笑）  
  ―最後に将来のビジョンを教えてください。 

私はいくつかの事業をさせていただいていますが、パワーストーンの
販売に限らず、どの事業を通しても、一人でも多くのお客様の人生の
ターニングポイントに立ち会って貢献していきたいと思います。 

 株式会社Cplus様のHPはこちら http://jolijoli.jp/ 

―本日はお忙しい中ありがとうございました。 

代表取締役 南 伊津美 様 

人間は、強い意志を持ってもブレそうになってしまいがちですが、動かない石を身に付けることで、
更に強い意思を持ち、目標を達成したりするお手伝いが出来ると思います。 



■■統括安全衛生管理者■■ 
安全管理者、衛生管理者を指揮して、 
労働者の危険または健康障害を防止するための 
措置等の業務を統括管理する 。 
  例）安全衛生に関する計画の作成 
     労働災害の原因の調査、対策  など 

 

けいえい 
ろうむ 
相談室 

上記の方が主体となり、会社の安全
管理、衛生管理を行って下さい。 
また、安全（衛生）委員会を毎月1回
開催し、その内容を労働者に周知 
して下さい。 
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労働者数 
選任を要する 
衛生管理者の数 

50人～200人 1人 

201人～500人 2人 

501人～1,000人 3人 

1,001人～2,000人 4人 

2,001人～3,000人 5人 

3,001人以上 6人 

業種 労働者数 

林業、鉱業、建設業、運送業
清掃業（※１） 

100人以上 

製造業(物の加工業を含む)、 
電気業・ガス業・熱供給業、
水道業・通信業・各種商品卸
売業・家具、建具、じゅう器
等卸売業、各種商品小売業・ 
家具、建具、じゅう器等小売
業・燃料小売業・旅館業・ 
ゴルフ場業・自動車整備業・
機械修理業（※２） 

300人以上 

その他の業種 1,000人以上 

■■安全管理者■■ 
安全に係る技術的事項を管理する 。 
    例）設備・器具の定期的点検 
      危険な作業場所や作業方法を応急措置 
    または適切な防止          など ■■衛生管理者■■ 

衛生に係る技術的事項を管理する。 
    例）毎週1回作業場を巡視 
      健康に異常のある者の発見及び処置 など 

■■産業医■■ 
労働者の健康管理等をする。 
    例）毎月1回作業場を巡視 
       健康教育、健康相談 など 

選任しなければならない業種 労働者数 

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、
製造業(物の加工業を含む)、電気業・ガ
ス業・熱供給業、水道業・通信業・各種
商品卸売業・家具、建具、じゅう器等卸
売業、各種商品小売業・ 家具、建具、
じゅう器等小売業・燃料小売業・旅館
業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修
理業 

50人 
以上 

上記より1人を専任する業種 労働者数 

建設業、有機化学工業製品製造業、
石油製品製造業 

300人以上 

無機化学工業製品製造業、化学肥料
製造業、道路貨物運送業、港湾運送
業 

500人以上 

紙、パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上 

上記以外の業種 2,000人以上 

労働者数 
選任する産
業医の数 

備考 

50人以上 1人 
1,000人以上の労働
者がいる場合専属の 
産業医 

3,000人以上 2人 

選任と
専任？  

選任とは 
…選び任命すること 
専任とは 
…ある一つの任務だけ 
 を担当すること 

友人の会社に労働基準監督署が調査に入り、安全管理体
制について指導を受けたそうです。自社も安全管理体制
が整っていないので、労働基準監督署の調査が入ると、
指摘を受けそうです。そもそも、安全管理体制とは何で
しょうか。まず、何からすればよろしいでしょうか。 

会社は、業種、規模に応じて一つの事業場ごとに安全衛生管理体制を整えなければなりません。 
まず、どういったことが必要になるかというと、下記のような方を選任することから始まりま
す。会社の規模、業種により選任要件が異なりますので、自分の会社はどれに当てはまるのか、 
ご確認ください。 

職
務 

職
務 

職
務 

職
務 

1000人を超える労働
者使用する事業場はそ
の内、1人を専任する
ことになります。 

500人を超える事業場
で、30人以上の労働者
が坑内労働など危険な
業務を行う場合、その
内1人を専任すること
になります。 

 ☆50人未満の場合☆ 

 
 
 
 
 
 

上記のように安全管理者・衛生管理者と同じ職務
を行う安全衛生推進者を選任することになります。 

  業種 
労働者数 

※1 ※2 
その他の
業種 

1～9 事業主 事業主 事業主 

10～49 
安全衛生
推進者 

安全衛生
推進者 

衛生 
推進者 

※１、※２…統括安全衛生管理者 
      の業種を参照 



 知っ得情報 最新法改正情報！！ 
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 項目 内容 時期 

【健康保険料】 
介護保険料率の改定 

福井県（全国健康保険協会） 
健康保険料率10.02％→据え置き 
介護保険料率1.55％→1.72％ 
※健康保険組合は既存の組合にご確認ください。 

平成26年3月分給与 
より 
（4月納付分） 

【健康保険料】 
【厚生年金保険料】 
産前産後休業休暇中

の保険料免除 

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方の 
社会保険料が免除となります。 
※産前（42日）産後（56日）のうち妊娠、出産を理由と
して働くことができなかった期間 

平成26年4月分以降の 
保険料が対象 
※この申出は、産前産
後休業をしている間に
行わなければなりま 
せん。 

【雇用保険料】 
育児休業給付の 

拡充 

育児休業給付（休業開始前賃金の50％支給）について、 
1歳未満の子を養育に育児休業を取得する場合に休業開始後
6ヶ月について休業開始前の賃金に対する給付割合を67％
に引き上げとなります。 

平成26年4月1日施行 

【助成金】 
高年齢者雇用 
安定助成金 

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置に要した
費用の2/3を助成します。上限1,000万円 
60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限。 

平成26年4月1日施行 

【助成金】 
キャリアアップ 

助成金 
※正規雇用転換等 

有期契約労働者等を正規雇用等に変換した場合 
①有期→正規（一人当たり50万円）※旧40万円 
②有期→無期（一人当たり20万円） 
③無期→正規（一人当たり30万円）※旧20万円 

平成26年3月1日施行 

【助成金】 
キャリアアップ 

助成金 
※人材育成 

 

有期契約労働者等にOFF‐JTによる訓練 
 賃金助成・・・800円（1時間一人当たり） 
 経費助成・・・10万円（訓練時間100時間未満） 
          20万円（訓練時間100～200時間） 
          30万円（訓練時間200時間以上） 
※実費が上記の額を下回る際には実費を限度 
有期契約労働者等にOJTによる訓練 
 賃金助成・・・700円（1時間一人当たり） 

平成26年3月1日施行 

年度変わりということもあり、法改正情報が盛りだくさんです。 
今回は、特に気をつけて欲しい内容を中心にお伝えしますので、チェックしてくださいませ。 
また、3月より助成金額が拡充されておりますので併せてお伝えします。 

■■産前産後休業期間中の保険料免除■■  
平成26年4月より次世代の育成支援を目的に産前産後休業を取得した方は、育児休業と同じように保険料 
免除を受けることができるようになります。 

現在 保険料負担 保険料免除 保険料負担 
（保険料額の改定） 

改正後 保険料負担 保険料免除 保険料免除 保険料負担 
（保険料額の改定） 

育児休業中 産前・産後休業中 就業 復帰後 

※育児休業を取得せず、産前産後を 
終了した際にも同様に保険料の改定 

【イメージ】 

【その他の法改正】 

法改正情報は、厚生労働省のホームページや
各役所から送られてくる文書に記載されて 
いますが、なかなか目を通す機会がありま 
せんよね。弊社では定期的に法改正情報を 
発信していますのでメルマガや当社HP等を
ご確認ください。 

■■その他の法改正・助成金情報■■  

4月1日で改正され

る助成金関係もあ
る 

☎0776(58)2470 
北出経営労務事務所 
担当：北出まで 

ご不明な点は… 法改正情報 
って、 
どのように 
入手したら 
いいの？ 

 



4月の 
おしらせ 
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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】  

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４９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２４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１９年生まれ 

厚生年金保険 ７０歳以上被用者該当届の提出 

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１４年生まれ 健康保険 資格喪失手続き 

イベント情報 

世界のしかけ絵本～本から飛び出すワンダーランド2～   

特集展示「人と石のワンダーランドPart2～ふくいの人と石の歴史～」 
ゲームをしながら楽しく人と石の歴史を知ることができる。期間中は砂金を 
取りに行ったり、化石をさわったりできる、楽しい関連ワークショップも開催。 
☆日時☆ ３/２１（金・祝）～４/６（日） （３/２４、３１休館） 
     午前９時から午後５時まで（入館は４時半まで） 

☆場所☆ 福井県立こども歴史文化館 特集ひろば  ☆料金☆ 無料 

1ページごとに驚きと楽しさを与えてくれるしかけ絵本の展覧会です。  
19世紀から現代までに作られたさまざまな世界のしかけ絵本を紹介します。 
☆日時☆ 3/21(金) 〜5/11(日) AM9:00〜PM5:15（入館はPM4:45まで） 

☆場所☆ 福井市 橘曙覧記念文学館  ☆料金☆ 100円（中学生以下・70歳以上は無料） 

所長 北出慎吾 

  佐藤早智代 

最近息子が、読書にはまっています。「マジックツリーハウス」というワク

ワクドキドキの冒険ファンタジーなのですが、わかりやすく、大人が読んで

も結構面白いです。息子は、自分の読んだ本を「この本面白いから読んで」

と言うんですが、読み終わる前に「ドラゴンが出てきて、火を噴くんだよ。

それでその後…」と本の内容を話し出すので、すべて筋書きが見えてしまい

ます(笑)。興味があることを話すのはいいのですが、本や映画は勘弁して！ 

前川賢 

  坂野孝太 

先日、イチゴ狩りに行ってきました。実は…イチゴ、あまり好きではないん

です(#^.^#) 酸味が苦手で、ミカンなどもすっぱいものより甘～い方が好

きなんです。しかし！その農園で食べたイチゴは衝撃的でした＼(◎o◎)／！ 

酸味がなくスッキリした甘さ！練乳不要。何個でも食べれる～、次でやめよ

う次でやめようと思っても、手がイチゴに伸びる～、まさにやめられない、

止まらない～♪お腹いっぱい食べました。また行きたいです。 

暖かくなってきて家の庭の雪もやっと全て消えました。家の雪囲いも外し終

わって開放的な感じです (^o^)/ 天気がよくなり暖かくなると家の外をいじり

たくなりますね。去年作った遊具のメンテナンスや取付け、花壇の花選びや

種植え、芝生も緑を取り戻してくれるよう手入れしてあげないと p(･∩･)q  

毎年子供たちも遊び感覚で手伝ってくれるのでこういった作業も楽しくこな

せますね。今年はなにを作ってあげようかな～ (￣Λ￣)ゞ 

春が近づいてきました。春と言えば、入学や引越しなど、祝いごとやイベン

トが多い季節ですよね。私の友人でも、仕事の部署が異動になった、大学院

を卒業して4月から社会人として働くことになった、役職に就いて大きな仕

事を任されるようになったなど、色々な話を聞きます。そんな話を聞いてい

ると、私も負けていられない！！と強く思ったりもしますが、ただ思うだけ

ではダメなので・・・（笑）とりあえず、社労士の勉強を頑張ります！！ 


