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＊今月のことば＊
○彼を知り、己を知れば百戦して危うからず○
「孫子の兵法」彼を知り、己を知れば、百戦して危うか
らず。彼を知らずして己を知れば一勝一負す。彼を知ら
ず己を知らざれば、戦うごとに必ず殆し。
ビジネスでも人間関係でも言えること。
<お客様インタビュー> 文具小売業×キタデ

目指すは田舎の
ディズニーランド！
株式会社ホリタ
ワクワクと便利を求めるなら 代表取締役社長
『そうだ、ホリタへ行こう』 堀田 敏史様
－御社のお仕事内容と、今一番力を入れていることついて教えて下さい。
福井県内にあるホリタ３店舗で一般のお客様には文具中心の販売を、法人のお客様に
は文具だけでなくオフィス家具の販売もしています。働く人や学ぶ人の環境をより良
くするため、今後はオフィスレイアウトのデザインも提案できるように舵を切ってい
こうと考えています。今一番力を入れていることは、数年前から構想を練ってついに
実現した福井市内の法人のお客様向けＷｅｂサービス【ＨＯＲＩＴＡ＋(ホリタプラ
ス)】です！今まで蓄積したノウハウを活かし、固定客だけでなく、より多くのお客様
に喜びや便利さを感じて頂きたいです。

－これまで仕事をしてきて感動したエピソードを教えてください。
ホリタ文具店(大願寺店)
福井市大願寺3－9－1
ＴＥＬ0776-23-1617
ＦＡＸ0776-21-3731 文具Ｌａｂｏ ＨＯＲＩＴＡ
福井市花堂中2－29－12
ＴＥＬ0776-33-1609
ＦＡＸ0776-33-1667
ＨＯＲＩＴＡ 春江店
坂井市春江町江留下高道84-1
ＴＥＬ0776-51-1609
ＦＡＸ0776-51-1604
【全店共通】
営業時間 10:00～20:00（月～金）
10:00～19:00（土日祝）
定休日 年中無休

http://horita-outlet.com/

店舗のオープンですね。いろんな苦難を乗り越えてやっとオープンし、私が花堂店と
春江店の鍵開けをさせてもらったんです。それと同時にお客様がドバーっと入ってき
てくださり、その瞬間嬉しくて号泣でした(笑)春江店オープンのときはお客様が「ホ
リタさん、ようこそ春江へ!」と言ってくださって、また号泣(笑)福井の人のためにな
ればと思ってこれまでやってきているので、感謝の気持ちを失くしたときが商売をや
めるときだと思います。それくらいの気持ちでホリタを経営しています。

－どういうときにお仕事を依頼すればよいですか？

文具やオフィス家具の需要があればもちろんご利用頂きたいですし、ギフトとしても
ホリタの商品をぜひ選んで頂けたら嬉しいです。福井には文具に対してのアンテナが
低い方がまだまだたくさんいらっしゃいますし、既にホリタをご愛顧頂いているお客
様にもまだまだ良い文具があることを我々は伝えきれていません。文具の便利さを知
らない方々が安いモノに流れるのは当たり前の事。けど、いいものがあれば少し高く
てもお金を出す価値があると思ってもらえます。我々にはそれを伝える使命と責任が
あり、全ては我々の企業努力にかかっています。

－将来のビジョンを教えて下さい。
文具業界日本一！私にはそのビジョンが見えていて、４～５年前にそう明言したとき
にはスタッフみんながポカーンとしていました(笑)でも今は成長し、そう言ってくれ
るスタッフが少しずつ多くなってきました。言い続けることは大切ですし、そうしな
いと夢は叶いません。まずは福井のお客様にホリタブランドを定着させる。働く人や
学ぶ人の環境の中での不満・不便さを感じていることを我々が解消していきます！

北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。

【平成29年】抑えておきたい！

最新法改正情報まとめ
平成29年1月より様々な法改正が行われています。
今年の制度改正の中で、平成29年3月２０日時点で施行が確
定しているものを中心に、おさえておきたい概要やポイント
をまとめてみました(^^)/
項

目

育児・介護休業法

内
容
■育児休業関係■
＊子の看護休暇が半日単位で取得可能
＊有期契約労働者の育児休業取得要件緩和
＊育児休業等の対象が法律上の子だけでなく、特別養子縁組の監護
期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等にも範囲拡大
＊育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止
■介護休業関係■
＊介護休業の分割取得が可能（３回を上限として通算９３日）
＊介護休暇が半日単位で取得可能
＊介護のための所定労働時間の短縮制度等の措置の取得要件緩和
（介護休業とは別に利用開始から３年間で２回以上利用可能）
＊介護のための所定労働（残業）の免除を請求できる権利の新設
＊有期契約労働者の介護休業取得要件緩和
＊介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止

■妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止
■マタハラ、パタハラなどの防止措置を義務化
＊就業規則等による不利益取扱い禁止の明確化と周知・啓発
男女雇用機会均等法 ＊相談窓口の体制整備
＊ハラスメントに対する迅速かつ適切な対応
＊ハラスメント発生要因の解消のための措置
高年齢被保険者
■高年齢被保険者の雇用保険適用拡大！
となる従業員は
＊６５歳以降新たに雇用された労働者
いませんか？
（以降、高年齢被保険者）も、次の要件を
満たす人は適用対象となります。
・１週間の所定労働時間が２０時間以上
雇用保険法
・３１日以上の雇用見込み
※高年齢被保険者の雇用保険料は免除されます（平成３１年度分まで）
※高年齢被保険者として離職した場合でも、受給要件を満たせ
ば高年齢求職者給付金が支給されます（年金と併給可能）
■企業年金の普及・拡大
＊個人型確定拠出年金（i DeCo）の加入者範囲が拡大
（基本的に60歳未満の全ての人が加入可能に）
確定拠出年金法
■事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業を対象に、
設立手続き等を大幅に緩和した『簡易型ＤＣ制度』創設

公的年金の改正

■国民年金、厚生年金の段階的な保険料引き上げが一旦終了
【国民年金保険料】
最終保険料改定時期 平成29年4月／保険料16,490円
【厚生年金保険料】
最終保険料改定時期 平成29年9月／保険料率18.30％
■年金受給資格の加入期間が25年から10年へ短縮
ねんきん定期便などで自身の加入記録を確認しましょう！
■在職老齢年金の支給停止調整額が、47万円から46万円に減額

時
期
平成29年1月より
＊詳細は、
【バックナンバー28年11月号】

へ Let’s GO！！

社内の
育児介護休業規程の
見直しを行いましょう

平成29年1月より

平成29年1月より
＊詳細は、
【バックナンバー29年1月号】

へ Let’s GO！！

平成29年1月より
＊詳細は、
【バックナンバー29年2月号】

へ Let’s GO！！
平成29年4月（国民年金）
平成29年9月（厚生年金）

平成29年8月より
平成29年4月分より

■従業員500人以下の企業も労使合意で短時間労働者への社会保
平成29年4月より
険の適用拡大が可能に！（501人以上は平成28年10月義務化）
◎企業と従業員の過半数以上の同意に基づき、次の要件を満た
社会保険
「労使合意」
す人は社会保険加入の対象
短時間労働者への
がポイント！！
１．1週間の所定労働時間が20時間以上
適用拡大
２．賃金の月額88,000円（年収106万円）以上
（500人以下の企業）
３．勤務期間が1年以上見込まれること
４．学生でないこと

※最終ページにも関連法改正情報があるので、チェックしてみてくださいネヽ(^o^)丿！！

有期契約労働者の
「無期転換ルール」について
詳しく教えて下さい！

平成25年4月に改正労働契約法が施行され、『有期労働契約』が反復更新されて通算5年を超えた
ときに、労働者の申し込みによって『無期雇用』に転換するルール（無期転換ルール）が始まったの
を覚えていますか？この無期転換ルールにおける5年のカウントにより、来年の平成30年4月には、
対象となる労働者が出てくることが予測されます。会社としての対応準備を整えましょう。
■■無期転換ルールの一例■■

厚生労働省HP資料より引用

■■無期転換ルールの特例■■
平成2７年4月に施行された、『有期雇用特別措置法』により、以下の有期雇用労働者
については、無期転換ルールの特例が設けられております。
①専門的知識等を有する有期雇用労働者（高度専門職）
年収要件・・・1年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075万円以上であること
職種範囲・・・博士の学位、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、不動産鑑定士、
弁理士、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、デザイナー、社会保険労務士など
特例内容・・・5年を超える一定の期間内に完了する業務（プロジェクト）に従事する場合、
その期間中は、無期転換ルールが適用されない ※期間の上限は10年
②定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）
■■無期転換ルール特例の適用を受けるための手順■■
①計画書の作成
高度専門職・・・・・・「第一種計画認定・変更申請書」
継続雇用の高齢者・・・「第二種計画認定・変更申請書」
②提出
労働基準監督署経由での提出が可能
郵送や電子申請による提出も可能
③認定
審査終了後、認定通知書の交付
④有期労働契約の締結
厚生労働省HP資料より引用 書面による明示が必要
■■通算契約期間の考え方とクーリングについて■■
有期労働契約とその次の有期労働契約の間
に、契約がない期間が6ヶ月以上あるとき
は、その期間より前の有期労働契約は通算
期間に含めません。これをクーリングとい
います。通算対象の契約期間が1年未満の
場合は、その2分の1以上の空白期間があれ
ば、その期間より前の有期労働契約は通算
厚生労働省HP資料より引用 期間に含めません。

＊今月のお知らせ＊
◆平成2９年度の雇用保険料率（法律案が国会で成立した場合）◆
労働者負担

一般の事業

雇用保険の
保険料率

事業主負担

雇用保険料率

３/1000

６.０/1000

９.０/1000

（２８年度） （4/1000）

（7.0/1000）

（11.0/1000）

農林水産業

４/1000

７.０/1000

1１.０/1000

（２８年度） （5/1000）

（8.0/1000）

（13.0/1000）

建設の事業

４/1000

８.０/1000

1２.０/1000

（２８年度） （5/1000）

（9.0/1000）

（14.0/1000）

労働者死傷病
１月から３月までの期間で、労働者が業務中等に負傷し、休業（４日未満）を要し
た場合、 ４月２８日までに所轄労働基準監督署へ届け出が必要です。
報告の提出
子ども・子育て
会社・事業主が厚生年金被保険者個々分を負担する税金で、税率は０.２３％。
拠出金

HAMEKOMIシリーズ E

「 HAMEKOMIシリーズ E（絵） 」第10弾！！
今月のピカソは誰でしょう～か♪♪

『Spring is Coming』
春ですからね！
（竹内）

～今月のお題～
この形から
想像できる
ものを書いてください!(^^)!

『かっとばせ～！！』（北出）
春といえば、センバツ高校野球！！
甲子園はメガホンで応援だよね
『プリン』 （アライ）
お子様大好き
まちがいなし！

『うえきばち』
もう無理です(笑)
（髙間）

*´Д｀*

『王道の跳び箱で』
（跳び箱に）
見えます？？(笑)（坂野）

『あなたは確信犯！』
まだ飾っているでしょう？
（佐藤）

～来月のお題～

あなたのアイデアを募集します。「な、なに～！」と北出スタッフを
唸らせてください！！！ご応募頂いた方にはささやかなプレゼントを♪
待っとるゾ～
〒910-0804 福井県福井市高木中央2丁目701 ウイング高木2F
北出経営労務事務所 ＨＡＭＥKOＭＩ部 まで!(^^)! 北出スタッフへの手渡しもＯＫです！

*´艸｀*
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