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＊今月のことば＊
〇意思決定が未来を変える○
「意思決定とは判断である。いくつかの選択肢からの選択
である。」ｂｙピータードラッカー。
意思決定は、行動と成果を導くための選択であり、経営者
が常に行うものである。
～社会人として飛躍するコツを習得する～

新入社員フォローアップ研修２０１７

仕事にも慣れてきた

仕事の優先順位が把握

報告・連絡・相談を

積極的に先輩や上司

他社の新入社員と

ので、この辺りで再度

できていないため、

もっとうまくできる

に質問などをぶつけ

ディスカッション

気を引き締めたい！

段取りがイマイチ！

ようにしたい！

てほしい！

して刺激を与えたい！

貴重な新戦力の気持ちを引き締め、職場への定着を図るためには、今一度社会人としての
意識を徹底させ、経験から得た自分の課題に正面から取り組ませることが効果的です。
入社半年後のフォローアップで今後の仕事に対する
意識向上を図ります。

≪講師プロフィール≫
北出慎吾（きたでしんご）
シナジー経営株式会社 代表取締役
特定社会保険労務士/人事コンサルタント
1976年福井県福井市生まれ。
「中小企業を元気にする」を使命に掲げ、経営者と
社員が共に幸せになる仕組みを展開し、 従業員1名
から500名規模の中小企業に特化した経営・人事コ
ンサルティングを実施。 強い会社を作るための人事
制度、就業規則の作成、モチベーションアップの社
員研修、ビジョン・行動指針づくりなど、経営者か
ら高い評価を得て業績アップに貢献している。毎年
開催している考える社員の育成、ビジネスマナーを
中心とした新入社員研修は、延べ530人が参加して
いる。2014年より内定者研修を本格的に始動。
著書：「行列のできる社労士事務所の作り方」
（2011年ぱる出版）
福井県商工会議所エキスパートバンク専門相談員、
福井県産業支援センター専門相談員。
北出慎吾 Blog：http://ameblo.jp/keiei-roumu/

＜日時＞ ２０１7年１０月４日（水）
９：３０～１２：３０
毎年、ご好評を頂いております！！
＜会場＞ 福井県自治会館２０１会議室
（福井市西開発４丁目２０２番地１ バードグリーンホテル横）
＜費用＞ お一人様６,４８０円（税込）テキスト代含む
（３月開催の新入社員研修に参加された方はお一人様５,４００円）
＜定員＞ ４５名 8月末現在 空席１２名です！お早目に！
＜対象＞ 新入社員の方、入社２年目ぐらいまでの方
＊セミナーの内容＊
①成功体験と失敗体験を活かす
②自分を知る（エゴグラム）
③成果が上がる時間管理の方法を学ぶ

④上司へのメッセージ
⑤目標の再確認及び目標の再設定・発表
⑥プロとアマの違い

https://kkr-group.com/seminar/
0776-58-2470
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お問合せはシナジー経営株式会社まで

北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。

自社の労務管理は
適正ですか？（後半）
前回の8月号では、福井労働局が作成している「自主点検表」に
基づき、「労働条件の明示」「就業規則」「所定労働時間」「所
定休日」「変形労働時間制」の5項目について確認しました。
今回も引き続き自主点検表に基づき、「割増賃金」「年次有給休
暇」「最低賃金」「定期健康診断」「36協定」の5項目につい
て確認します。自社に不足している部分を確認しながら、自主的
な改善に繋げましょう。

１．割増賃金の支払い方法は適正ですか？
時間外・深夜労働は2割5分以上、休日労働は3割5
分以上の割増率にしている

〇

自社独自の支払い方法を採用している

△

割増賃金を支払っていない

×

「×」に該当した場合には、改善が必要です。
また、「△」の場合でも、改善が必要な可能性が
あります。以下の点をチェックしてみて下さい。
・割増率が法定を下回っている。
・時給単価の算出方法が適正ではない。
・毎月○○時間分の固定残業代を支払っているが、
それを超えた部分については、支払っていない。

２．年次有給休暇の取り扱いは適正ですか？
法定どおり若しくは法定以上の年次有給休暇が取得されている

〇

年次有給休暇はあるが、自社で定める付与日数が法定の日数を
下回っている

×

年次有給休暇の制度がない

×

6ヶ月間継続勤務し、全労働日の
8割以上出勤した労働者について
は、年次有給休暇の付与が必要で
す。また、パートタイム労働者な
ど、所定労働日数が少ない、もし
くは所定労働時間が短い労働者に
ついても、年次有給休暇は付与さ
れますので、注意が必要です。

３．最低賃金以上の賃金を支払っていますか？
支払っている

〇

「×」に該当した場合には、改善が必要です。また、「△」の
場合には、地域別に設定されている最低賃金の確認が必要です。

わからない

△

【福井県の最低賃金】・・・754円（平成29年8月末現在）
※平成29年10月1日から、778円が適用される見込みです。

支払っていない

×

４．定期健康診断を行っていますか？

最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、50万円以下の罰金
が定められていますので、注意が必要です。

毎年1回以上定期的に行っている

〇

定期的に行っていない（年によって実施の有無）

×

行っていない

×

企業には、労働者の健康状態を把握・管理する
義務があります。パートタイム労働者など、所
定労働日数が少ない労働者についても、所定労
働時間が通常の労働者の4分の3以上あり、かつ
1年以上使用される予定がある場合には、実施
が必要です。所定労働時間が通常の労働者の2
分の1の場合には、実施は努力義務となってい
ます。

５．３６協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ていますか？
時間外労働・休日労働はない

〇

→ 協定の届け出は不要です。

時間外労働の限度に関する基準に適合した協定を届け出ている

○

届け出はしているが、時間外労働の限度に関する基準に適合していない

×

協定を締結していない、または締結しているが届け出ていない

×

＜36協定とは＞
正式には「時間外・休日
労働に関する協定届」と
いいます。労基法第36条
が根拠となっているため、
一般的に「36協定」と呼
ばれています。
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テレワークのニーズが
高まっているようですが、
『テレワーク』について
詳しく教えてください。

『テレワーク』は、 『Tele（離れたところで）Work(働く)』!!

テレワークとは、情報通信技術（ICT）を活用した場所や時間にとらわれない
今、 大注目 の柔軟な働き方です。以下3つに分類されます(^o^)／

在宅勤務

モバイルワーク

サテライトオフィス勤務

終日、所属するオフィスに出勤し
ないで自宅を就業場所とする勤
務形態です。一日のうち、一部を
自宅で勤務することもテレワークの
ひとつです。

所属するオフィス以外の他のオフィ
スや遠隔勤務用の施設を就業場
所とする働き方です。自社専用と
して就業できるスペースの設置、
複数の企業がシェアして利用する
シェアオフィスやコ・ワーキングスペー
スを活用する方法もあります。

＊企業にとってのメリット＊

外勤中にノートパソコン、携帯電
話などを利用して、オフィスとの連絡
や情報のやりとりをしつつ業務に従
事する働き方です。

＊従業員にとってのメリット＊

◎遠隔地の優秀な人材確保
◎資料の電子化、業務プロセスの革新
◎通勤費やオフィス維持費の削減
◎非常時の事業継続、早期復旧
◎顧客や従業員との連携強化
◎人材の離職抑制、就労継続支援
◎企業ブランド・企業イメージ向上

◎育児、介護、家族と過ごす時間や
趣味の時間ワーク・ライフ・バランスの向上
◎集中力が増し、仕事の効率化アップ
◎自立、自己管理的な働き方
◎職場との連携強化
◎仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

どんな業務がテレワーク向き !?

テレワークも労働基準法が適用されます !!

① 労働条件の明示
企業がテレワークで実施している業務ランキング♬
在宅勤務の場合には、就業場所に従業員の自宅を明示する必要があります。
1位 資料の作成・修正・管理
② 労働時間の把握
2位 上司や同僚、取引先等の連絡・調整 始業・終業時刻の労働時間を適正に管理しましょう。通常の労働時間制、
フレックスタイム制のほかに、一定の要件を満たせば事業場外みなし労働時
3位 社内手続き
間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制も活用できます。
③ 業績評価・人事管理等の取扱い
4位 インターネットからの情報収集
業績評価や人事管理について、会社へ出社する従業員と異なる制度を用いる
5位 業務知識等の学習
のであれば、その取扱い内容を丁寧に説明しておく必要があります。
④
通信費・情報通信機器等の費用負担
6位 意思決定
費用負担については、あらかじめ決めておきましょう。なお、テレワーカーに通信費
7位 会議・社内会議
や情報通信機器等の費用負担をさせる場合には、就業規則に
規定する必要があります。
8位 部下や後輩等への指導
⑤ 社内教育の取扱い
9位 社外関係者との会議
労基
テレワークを導入する場合は、社内教育や研修制度に関する定め
を就業規則に規程する必要があります。
（厚生労働省「平成26年度テレワークモデル実証事業」企業アンケートより）

テレワーク、就業場所選び、5つポイント!!
マネジメント
働いてる姿が見え
ない！ワーカーの
評価はどうする!?

セキュリティ

コミュニティ

安全衛生対策

ウイルス感染、盗聴、 労使、従業員同士 テレワーク中の業務
PC紛失・・・
のコミュニケーション・・ 起因の負傷傷病は
どうする!?
どうする!?
労災の対象!?

作業環境管理
管理が行き届かない
働く環境をどのように
指導したら良い!?

テレワークは、就業場所をひとつに留めない柔軟な働き方のひとつではありますが、上記5つのポイン
トがクリアできる就業場所を設定しないと、使用者の管理監督が行き届かずテレワーカーとのコミュ
ニケーション不足、情報漏えい、労災に繋がる危険性があります。

テレワークに取り組む中小企業の皆さま
を支援する職場意識改善助成金の計画
も受付中（提出締切 Ｈ29.12.1）です。

『テレワーク』については
北出経営労務事務所まで

💛

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

＊今月のお知らせ＊
最低賃金が
引き上げ
られます

厚生年金の
保険料が
変わります

福井県の現在の地域別最低賃金は７５４円です。
平成２９年１０月からは２４円引き上げられ、７７８円になる予定です。

厚生年金保険の保険料率が、平成２９年９月分（１０月納付分）から、
0.118％（坑内員・船員は0.116％）引き上げられます。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は、平成２９年９月分（１０月納付分）
の保険料を計算する際の基礎となりますので、ご注意ください。
保険料額表はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150

HAMEKOMIシリーズ E

「 HAMEKOMIシリーズ E（絵） 」第15弾！！
今月のピカソは誰でしょう～か♪♪

～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!(^^)!

『うちの子の疑問』
これは二角形ですか？
（アライ）

『スイカバー！！』
私、コレ大好きなのです。
（竹内）

『本当にあった怖ーい話』
あれ、ﾎﾝﾄに“本当にあった話”
なんですかね？（佐藤）

『スイカバー』
夏と言えばこれですよね！！
（坂野）

*´Д｀*

『三角定規』
三角定規・・・・。（髙間）

『リサイクルマーク！！』
かなり強引ですが…
この１の意味わかりますか？
（北出）

～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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