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〇進歩は無限である○ 
こんなもんだろう。これでいいだろうと自分で限界を 
作れば進歩することはない。このやり方はどうだろう、 
この考え方はどうだろう。この方法でやってみようと 
考えることで進歩は無限に広がる。 

－将来のビジョンを教えて下さい。 
出店による店舗数拡大は結果としてついてくるものだと思っています。それより
も大切なのは、常に初心を忘れず、一人一人のお客様をしっかりとおもてなしを
すること。この気持ちを強く胸に刻みながら、力強いお店作りをしていきたいと
思います。そして、お店のブランド確立を目指します。 

 

－どのようなお客様にお店を利用していただきたいですか？ 
うちのお店では、ソウルフードと言われるような食事を目指しています。ソウ
ルフードにする為には、子供の頃からその味に慣れ親しんでいることが大切だ
と思います。なので、子供も食べやすいメニューの開発、家族で楽しめるお店
づくりを大切にしています。多くの皆様でご来店頂き、思い出に残る楽しい時
間をお過ごし下さい。 

<お客様インタビュー>  飲食業×キタデ 

目指すは福井・石川を代表する 
ソウルフード！！ 
力強いお店づくりで 
ブランド確立を目指します！ 
－御社のお仕事内容を教えて下さい。 
福井県、石川県内で焼肉店「はるむに」居酒屋「かんきち」宅配寿司「鮨舟」を
展開しています。焼肉と寿司は日本の食文化になっていますからね。創業当時、
飲食業であればこれで勝負するという強い気持ちがありました。 

 
 
－今一番力を入れていることついて教えて下さい。 
はるむにでは現在、食べ放題をしていますが“お客様に売れれば売れる程自分た
ちも嬉しい”という創業当時の原点がそこにはあります。だからこそ、自分たち
のサービスには絶対の自信を持ってお客様にも接してほしいとスタッフには伝え
ていますし、その心構えは、仕事をする上で大切だと感じています。 

－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。 
祖母が韓国出身で、二十歳頃に日本に来たのですが、慣れない国での生活に苦労
が多かったと思います。その姿を見ていたので、何か祖母に残したいという気持
ちがありました。そこで、お店に「はるむに」と名前を付け、焼肉店をオープン
させました。「はるむに」は韓国語で“おばあちゃん”という意味です。無事に
オープンの日を迎えることができ、嬉しかったですね。 
 

株式会社 MAKTcrowning 

代表取締役 金本 篤様 

本社住所：〒918-8112 福井県福井市下馬3-313 

http://www.makt-crowning.com  

ご予約は各店ページ記載の店舗電話までお問い合わせください！！ 

http://www.makt-crowning.com/
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北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。 

ハローワークや職業紹介事業者は、新卒向け求人を
除くすべての求人を受理しなければならないという
原則がありましたが、今回の改正により一定の労働
関係法令違反の求人者による求人や暴力団員等によ
る求人は、受理しないことが可能となり、求人を拒
否されるケースもあります。ルールを守った求人票
の作成が大切になります！また、求職者に丁寧に説
明し、納得の上で入社してもらうことで、その後の
トラブルも防ぐことができます。誤解や過大な期待
を与えないような適正な求人を心がけましょう！！ 

 試用期間 
 試用期間の有無や期間、条件を記載する。 
 
 時間外労働 
 裁量労働制を採用している場合は、その旨を記載する。 
 例：企画業務型裁量労働制により○時間は働いたものとみなします。 
 
 賃金 
 ①固定残業代(みなし残業代)を支給している場合は、その旨の記載 
 ②固定残業代を超える分についての時間外に関しては追加支給する旨の記載 
   ③固定残業代に含まれる残業の範囲を記載 
  例： 基本給   180,000円 
     営業手当  30,000円 
    (営業手当の内20,000円は固定残業代として残業の有無に関わらず 
     ○時間分の時間外手当として支給。深夜残業・休日出勤は含まない) 
     ※固定残業代を超える時間外労働や深夜残業・休日出勤については 
      別途支給する。 
 
 募集者の氏名又は名称 
 採用される労働者と雇用関係を結ぶ当事者 
 
 派遣労働者の明示 
 派遣労働者である場合その旨の記載 
 
 
       

ハローワークや職業紹介事業者は、すべての求
人を受理しなければならないという原則があり
ましたが(新卒者向け求人を除く)、改正職業安定
法の施行により、一定の労働関係法令違反の求
人者による求人や暴力団員等による求人は新卒
者向け求人でなくても受理しないことができる
ようになりました。就職後のトラブルを未然に
防ぐためにも、適正な求人票を作成し 

求職者が適切に理解できるよう、変更前と変更後を対照できる書面交付での明示が望ましいとされていますが、労働条
件通知書で変更箇所に下線を引いたり、着色したり、脚注をつける方法での明示も可能です。 
また、求職者が変更内容を理解した上で、入社するかどうかを判断できるよう、可能な限り速やかに明示する必要があ
ります。しかし、変更を明示すれば、求人時の労働条件を安易に変更していいという事ではありません。求人時の要件
はむやみに変更してはいけないとされており、求職者から変更した理由の説明を求められた場合は、説明をすることが
必要となります。虚偽・大げさな求人は行政指導や罰則等の対象となる場合がありますのでご注意ください。 
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平成30年1月1日より 
改正職業安定法が 
施行されました！！ 

 職業安定法って何？？ 
職業安定法とは、労働者の募集・職業紹介・労働者供給の基本的な 
枠組みについて定めた法律です。 
改正職業安定法の施行で一体何が変わるの？？ 

求人時の労働条件が変更になる場合は、変更内容について求職者に明示することが
義務付けられました。 

最低限明示しなければならない労働条件等が追加されました。 

求人時とは異なる労働条件
を提示する場合 

求人時の範囲内で不確定だっ
た部分が確定した場合 

求人時に明示した労働条件
を削除する場合 

求人時に明示していない労
働条件を追加する場合 

給与：18万～20万や、勤務時間：9:00～18:00の内5時間程度などの幅のある求人を出した
場合で、求人時は不確定だった事項が面接等を経て確定したとき 

厚生労働省リーフレット↓ 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf 
 

【最低限明示しなければならない労働条件】 
 ☑ 業務内容 
 ☑ 契約期間 
 ☑ 試用期間  
 ☑ 就業時間 
 ☑ 休憩時間 
 ☑ 休日 
 ☑ 時間外労働 
 ☑ 賃金 
 ☑ 加入保険 
 ☑ 募集者の氏名又は名称 
 ☑ 派遣労働者の明示 

※ マークは追加・
変更のあった箇所 

給与額や勤務時間、給与形態、無期雇用→有期雇用、休日の変更、就業場所の変更等、労働条
件に変更が生じたとき 

求人時に明示していた手当などを削除するとき 
           【例】基本給18万／月、営業手当2万/月 ⇒ 基本給18万／月  

求人時に明示していない手当などを追加するとき 
           【例】基本給18万／月 ⇒ 基本給18万／月、営業手当2万/月  

改正職業安定法の施行により 「求人ルール 」が変わります！！ 

 ***追加変更箇所*** 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
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住宅の建設を行っています。 
注文住宅と建売住宅とでは、 
労災の取り扱いが違うと 
聞きましたが、どのように 
違うのですか？ 

【注文住宅：建てる前から購入するお客様が決まっている場合】と、 
【建売住宅：建ててから入居者を募集する場合】では「元請負人」の取扱いが異なります！ 

年度更新の時期が近付いてきましたよ！ということで・・ 

完成までの作業全体で一事業 建設事業は、数次の請負 

発注者 

元請負人 

1次 
下請け 

2次 
下請け 

請負 

請負 

請負 

【注文住宅：建てる前から購入するお客様が決まっている場合】 
顧客から注文を受けた事業主が元請負人となり、 

元請負人の一括有期事業の労働保険番号にて労働 

保険料の納付をします(年度更新)。 

元請負人である事業所および下請け先の事業所の従 

業員の労働災害については、元請負人の一括有期事 

業の労働保険番号にて労災申請を行います。 

建売住宅（モデルハウス含む）のように、住宅を販売する 

事業主が自ら建築主として建物の建築を請負業者に注 

文する場合は、住宅等を販売する事業主を「発注者」、 

発注者と請負契約を締結した事業主を「元請負人」とし 

元請負人の一括有期事業の 

労働保険番号にて労働保険 

料の納付をします(年度更新)。 

よって、建売住宅での元請負人 

は、発注者が作業内容（土木 

・建築・電気・水道・内装など）によって請負契約をしている場合は、建売住宅建設一軒につき複数の元請負人となります。 

建売住宅での元請負人となる事業所、下請負となる事業所の労働者の労働災害は、発注主と請負契約をした元請負人
の労働保険番号にて労災申請を行うことになります。 

+++++++++++++++++++++++ 

←建売住宅、モデルハウス建築 
 販売主であり建築主＝発注者！ 

注文をうけた 
事業所が元請負人！→ 

  ■■建設事業の労働保険の特徴■■ 

①建設事業の事業単位は工作物が完成されるまでに 

 行われる作業全体を捉えて一つの事業単位とすること。 

②建設の事業は数次の請負によって行われている場合は、 

 労働保険の適用徴収にかかる取り扱いについては、 

 下請けにかかる労働保険料も一括して元請負人が事業 

 主として納付義務を負うこと。 

※注意：労災保険は、労災加入している従業員が受けられる保険です。 
元請下請けの事業主や一人親方などは、労災対象外ですので、特別加 
入や一般任意保険などで対応する必要があります。 

【建ててから入居者を募集する場合：建売住宅】 

完成！ 

完成！ 入居者募集、
販売 

←発注者と 
 請負契約を 
 した事業主が 
 元請負人！ 

←下請け 

元請下請の労働保険料は、元請
負人が納付！建築事業での労働
災害は、元請負人の労災保険で。 

土木や建設現場 
水道電気工事など 
１次下請け→ 

2次下請け 
一人親方など→ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q. 
発注者の労働者も、労災を適用することはできます。 

施工管理（作業する技術者たちの作業工程やスケジュール、予算、安全、品質を管理する現場のまとめ役といった管理仕事）や 現場監督（現場 

の中心となる陣頭指揮や現場の掃除や納品物に不備がないかのチェックなどの監督仕事）のように直接現場作業を行わない場合は、建築主の継続 

事業業務範囲内となり、建築主の労働保険番号にて労災申請することになります。ただし、建築主となる事業所で管理や監督業務ではなく、建築に 

かかる作業員としての労働者を雇用する場合は、一括有期事業として建売住宅用の労働保険番号を成立させ、一建築事業にかかる人件費をもとに 

労働保険料の算出をおこなうことになります。最終的には、労働者の所属や業務内容や、労働災害の状況により個別判断することになります。                                                               

   建売住宅の建築主の従業員が施工管理や現場監督として労働災害となった場合はどうなるの？ 

詳しくは北出経営労務事務所（0776-58-2470）までご相談ください♪ 
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２月１６日（金）より確定申告の受付が開始されます。 
期限は３月１5日（木）です。 

 
◆開催要項◆ 
日時：２０１８年３月２９日（木）・３０日（金） ９：３０～１７：００ 
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） 
講師：シナジー経営株式会社 代表取締役 北出慎吾 
費用：お一人様２０，０００円（税別。テキスト代含む。） 
対象：新入社員の方、入社２年目ぐらいまでの方 
定員：４５名 ※詳細、お申し込みは↓ 
       https://kkr-group.com/seminar/2018sinnyuusyain.html 
 

＊今月のお知らせ＊ 

所得税の 
確定申告受付開始 

2018年 
新入社員研修 

経営計画発表会のご報告 
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経営計画発表会とは、年初めに社員１人１人の目標の決意表明を行い、1年間の予定と目標の確認を
行う、会社の「今年1年の決意表明発表」の日です。当日は、当社の使命や経営理念、今後の経営ビ
ジョンなどについて、改めて確認をしました。その後、社員1人1人が今年の目標、今後のなりたい姿
などをお互いに発表しました。1年の最初に気が引き締まります！ 

これまでの当社の歴史を振り返り、これまでどういった経緯で 
会社が設立したか、現在に至るまでの歴史、そしてこれからの 
ビジョンを計画、発表をすることで社員全員の目的の共有化、 
働く意味を理解しました。この経営計画発表会を踏まえて、 
前年度よりいかに成長し、お客様の為に働くことができるか、 
社員全員一丸となって、お客様の発展に貢献していきます！ 

２０１８年今年も弊社は全力疾走していきます！！ 

～お客様に当社の価値を感じて頂くためにできること～ 

2018年の経営方針や行動指針の確認の後、社員1人1人の今年度の
目標を発表しました。各々の考え、今後こうなりたい姿を発表、周
知することによりお互いに気が引き締まり、目標を必ず達成する、
という強い気持ちを持つことができました！心の中で思っているよ
り、“口に出して発表する”ことで、より決意が固まりました！ 

当社の使命、【中小・ベンチャー企業を経営・人事・労務の視点で元気に
する】を実現するため2018年の当社のテーマは「価値提供」です。人手
不足、ＩＴ化の加速、働き方改革など時代がどんどん動いています。人も
組織も、変化に対応しなければ、生きていけません。成長し続けることで
存在意義を見出し、我々に今できることは何か。お客様から選ばれる事務
所になるためには何が必要かを考え、行動する１年としていく！と社員全
員で決意表明をしました！！ 
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