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＊今月のことば＊ 
○苦手の原因は圧倒的な準備不足○ 
プレゼンテーションやスピーチに苦手意識を持っている
人の大多数は、圧倒的な準備不足。何事も準備を万全に
すれば結果は見えてくる。準備不足だから苦手意識が芽
生えるのだ。準備万全は自信にもつながる。 

おかげさまで今年で９年目を迎えた新入社員研修。参加人数は過去
最多の人数となった１９社５５名！若さ溢れるフレッシュな新社会
人たちに、ビジネスマナーや社会人としての心構えを学んで頂きま
した！受講生の皆さんは最初ガチガチに緊張していましたが(笑)真
剣な面持ちで研修に取り組む姿や、周囲と次第に打ち解けて協力し
合う姿はとても眩しかったです(ɔ ̆ ⌣˘)˘⌣˘ c) 

◆１日目◆ ◆２日目◆ 
グループを９つに分け、2人１組で相手の
ことを紹介する「他己紹介」からスタートし、 
「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」 
などを講義＆ディスカッション。 
また、身だしなみや言葉遣いなどの職場
におけるマナー講習を行い、社会人として
の責任の重さを理解して頂きました。 

 

1日目のマナー講習で学んだお辞儀、名
刺交換、紹介の方法、電話応対などの
ロールプレイングからスタート！一生懸命
練習し、グループで競い合う姿が見られ
ました。その他、ビジネス文書や正しい
報・連・相のやり方を学び、最後は両親へ
の感謝の手紙、1年後の目標設定で研修
完了！皆さん1日目と2日目では顔つきも

変わり、中には驚くほど成長した方もいま
した。受講生の皆さんのご活躍とご健勝
を心よりお祈りしております！！！ 

        新入社員フォローアップ研修2017 

“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、毎年秋に“新入社員フォローアップ研修”を開催しております。
この研修では、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。お一人様税込み６，４８０円(テキスト代含む) 
新入社員研修参加者はお一人様税込み５，４００円の特典あり！ 
開催要項、お申込みはこちらhttps://kkr-group.com/seminar/まで 
お楽しみに！【１０月４日（水）開催予定♫꒰･◡･๑꒱】 

全員集合～‼ 
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北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。 

 項  眼 内  容 助 成 額 

キャリアアップ助成金 
（一部） 

■正社員化コース 
  有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換を助成 
 
 
■人材育成コース 
  有期契約労働者等に対する職業訓練を助成 
 
 
■賃金規定等改定コース 
  有期契約労働等の賃金規定等改定を助成 
 
■健康診断制度コース 
  有期契約労働者等に法定外の健康診断制度の規定・実施を助成 

有期→正規：57万円 
有期→無期：28.5万円 
無期→正規：28.5万円 
 
Off-JT分賃金助成：1時間760円 
Off-JT分経費助成：10万円～ 
50万円 
OJT分実施助成：1時間760円 
 

全有期契約労働者等が対象の
場合 1人～3人：95,000円 
 
1事業所あたり：38万円 
※1回のみの助成 

人材開発支援助成金
（旧キャリア形成促進

助成金）  

■特定訓練コース 
  生産性向上に資するなど訓練、若年者に対する訓練、座学と実技を  
  組み合わせた訓練など、効果が高い10時間以上の訓練について助成 
 
■一般訓練コース 
  特定訓練コース以外の20時間以上の訓練に対して助成 
 
■キャリア形成支援制度導入コース 
  セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇等制度を導入し、実施 
  した場合に助成 
 
■職業能力検定制度導入コース 
  技能検定合格報奨金制度、社内検定制度、業界検定制度を導入し、 
  実施した場合に助成 

 
Off-JT分賃金助成：1時間760円 
Off-JT分経費助成：45% 
 
 
Off-JT分賃金助成：1時間380円 
Off-JT分経費助成：30% 
 
1制度導入：47.5万円 
 
 
 
1制度導入：47.5万円 

 

人事評価改善等   
助成金 

■生産性を向上させるための人事評価制度と賃金制度を整備すること 
  を通じて、①生産性向上②賃金アップ③離職率の低下を実現した 
  事業主に対して助成 
  ①助成金申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、その 
     3年前に比べて6%以上伸びていること 
  ②毎月決まって支払われる賃金を2%以上増加させること 
  ③1～300人の事業所は、「現状維持」とすること 

 
制度整備助成：50万円 
 
目標達成助成：80万円 
※制度導入後、1年経過後に  
  ①～③に関する目標のすべ  
    てを達成した場合に助成 

65歳超雇用推進   

助成金（一部） 

■65歳超継続雇用促進コース 
  65歳以上への定年引上げ等を実施する事業主に対して助成 
  ①65歳以上への定年の引上げ 
  ②定年の廃止 
  ③希望者全員を対象に66歳以上の年齢まで継続雇用する制度の導入 

①20万円～145万円 
②定年廃止：40万円～145万円 
③継続雇用66歳～70歳以上：
10万円～95万円 
※H29.5.1以降の助成額となり 
  ます 

 
 
 

両立支援等助成金 
（一部） 

 
 
 

■出生時両立支援コース 
  男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一  
  定期間の連続した育児休業を取得させた場合に助成 
 
■介護離職防止支援コース 
  仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い、介護休業の取 
  得・職場復帰を円滑にするための取組を行った場合に助成 
 
■育児休業等支援コース 
  育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、 
  職場復帰させた中小企業事業主に助成 

 
取組・育休1人目：57万円 
育休2人目以降：14.25万円 
 
 
介護休業の利用：57万円 
介護制度の利用：28.5万円 
 
 
育休取得時：28.5万円 
職場復帰時：28.5万円 

平成29年度助成金情報が解禁となりました(＾◇＾) 
昨年度に比べ、内容が大幅に変更された助成金や新たに追加
された助成金等、色々ありますので、自社の雇用安定、職場
環境の改善、従業員の能力向上等に、ぜひご活用下さい。 

【平成29年度】抑えておきたい 
 最新助成金情報！！ 

※今回記載の助成額は、主に中小企業事業主を対象とした場合の助成額です。 

http://4.bp.blogspot.com/-LWmJWVrr0Gg/VufYWaP0IZI/AAAAAAAA43Y/X3-TWbt_Fyo6nANg2L67SB2O-1m6FQOcA/s800/job_roudousya_young.png


1年単位の変形労働時間制を 
採用したいのですが、年間休
日を全て確定させるのが難し
いのですが・・ 

対象期間の労働日数 × 所定労働時間 
（繁忙期等による勤務時間のバラつきＯＫ） 

対象期間の総労働時間 

 

週平均40時間以下 

 
≦  

■原則■ 
対象期間（月単位・年単位）中の全て
の休日を定め、週平均40時間以下と
なるよう休日カレンダーを作成します。 
 

■特例（労働日及び労働日ごとの労働時間の特定の特例）■ 
対象期間を１か月以上の期間ごとに区分し、各期間が始まるまでに、その期間における労働日数・労
働日ごとの労働時間を定めることにより利用できます。 
  
 

所定労働時間 ／8時間 
年間労働日数 ／260日 
年間労働時間 ／2080時間 
週平均労働時間／39：54 
 

例 
■➡休日 

（全て特定） 

１年単位の変形労働時間制とは、１か月を超え１年以内の期間を平均して１週間当たりの労
働時間が40時間を超えないことを条件として、繁忙期等による勤務時間のバラつきに対処する
労働時間の制度です。対象期間の休日を対象期間が始まるまでに全て特定させることが原則です
が、対象期間の初月だけ定めて、他の月は各月までに特定させる“特例”もございます。 
原則のおさらいと、特例についてまとめてみました(*’▽’)/ 

所定労働時間 ／8時間 
年間労働日数 ／260日 
年間労働時間 ／2080時間 
週平均労働時間／39：54 
 

例 ■➡休日（初月のみの特定でＯＫ。 
但し、各月の労働日数と労働時間は定める） 

≪例：原則≫対象期間が始まるまでに定める年間休日カレンダー 

≪例：特例≫対象期間が始まるまでに定める年間休日カレンダー 

★ポイント1★  
 対象期間が始まるまでに、労使協定において、次の事項を定めましょう。 
  ア 対象期間の最初の期間における労働日、労働日数および労働日ごとの労働時間 
  イ アの期間以降の各期間における労働日数および労働日ごとの労働時間 

★ポイント2★ 
対象期間の最初の期間以降は以下の対応を行いましょう。 
 ア 各期間において、初日の30日以上前に当該各期間における 
   労働日および労働日ごとの労働時間を確定。 
   ※労働者ごとに労働日が異なる場合は、労働者ごとに定めます。 
 イ 定めた休日を書面にし、労働者の過半数を代表する者の同意を 
   得ましょう。 
 
  
 

同意！ 



  『朝のわたし』 
みんなもこんなんでしょ？(笑) 
  （佐藤） 

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

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♪ 
〒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！ 

 

～来月のお題～ 

～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!(^^)! 
 

*́ 艸 *` 待っとるゾ～ 

HAMEKOMIシリーズ 

 
E 

労働保険 
年度更新 

平成２８年度確定保険料及び平成２９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1日（木）から７月１０日（月）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をご覧いただき、期間内に申告・納付して
ください。 

＊今月のお知らせ＊ 

「 HAMEKOMIシリーズ E（絵） 」第11弾！！ 
 今月のピカソは誰でしょう～か♪♪ 
 

①労働保険年度更新 
②住民税の納付 

③健康保険被扶養者状況リストの提出
（昨年は載せてない） 

住民税の納付 
（納期の特例） 

 

住民税を給与から天引き（特別徴収）している事業所で、従業員が１０人未満の場
合は、源泉所得税と同様に「納期の特例」として半年に一度納めることが可能です。 
（別途、申請が必要です。詳細は各市町村にお問い合わせください。） 
１１～５月分の納付は６月１２日（月）が期限となっています。 
 

 『お魚くわえたドラネコ』 
  コラー！！！ （アライ） 

『ぶーんぶーん』 
  ぶーん （竹内） 

  『するめ』 （髙間） 
今回、難易度高すぎです！！ 

『ジェットコースター』（北出） 
や.やばい .ヘタクソ 
    これ乗ったらスリル満点 
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