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経営・人事・労務の視点で元気にする WS

122
〇人を大切にする経営○
人を大切にする経営と言いながら、どれだけ人事・労務・
教育に力を入れているか。社員を幸せにするというなら
制度・運用に時間と労力を割いているか。人材不足だから
こそ身に染みる。人への投資は見えないからこそ差別化と
なる。
申込期限
★研修風景★

3/16(金)

新入社員研修２０１８

◆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）※テキスト代を含みます。
対象：新入社員の方、入社２年目ぐらいまでの方
定員：４５名 ※昼食は各自でご用意ください。
◆お問い合わせはこちらからどうぞ！◆
TEL：0776-58-2470 FAX：0776-58-2480
https://kkr-group.com/seminar/2018sinnyuusyain.html
まもなく新入社員研修ですね！☆彡
今年もたくさんの方からご応募いただいております。まだ若
干席に余裕がありますので、まだの方は今のうちにどうぞ！

地域 NO.１ の会社になるた
めには、教育に力を注ぎま
しょう！
参加特典として、6か月後の
フォローアップ研修が
6,000円→5,000円‼

毎年、満員御礼の新入社員研修！今年の申し込みもあと2週間です!当日は、基本的な
ビジネスマナーをはじめ、今後の自分の目標を掲げ、今後の活躍に期待していただけ
る内容となっております！他社の社員とのグループ討議などもあるので、不安な新入
社員の方々が自信をつけるスタートを切るためにもぜひお勧めです！！

参加のメリット
・入社への決意が固まる
・入社前にビジネスマナーが学べる

・研修報告書で当日の様子が分かる!
・“ルーキー達”を“即戦力”に！
・離職率の低下が見込める

実施プログラム
・ビジネスマナー（実習）
・言葉づかい、ビジネス会話
・報告・連絡・相談
・ビジネス文書・メール
・チームワークゲーム
・電話対応の基礎・実習
・1年後の目標設定・発表
..etc
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北出が “ 今！ココ！知ってほしい！” をお伝えしま
す。

平成30年度以降のキャリア
アップ助成金が大きく変わり
ます！！
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者のキャリアアップ
を促進するために、正社員化などの取組を実施した事業主に対して
助成金を支給する制度です。すでに利用されている事業主の方も多
いと思いますが、平成30年度以降に全8コースの内4コースについ
て、内容変更があります。今回はその中でも正社員化コース、人材
育成コースを中心に見ていきましょう。要チェックです！！

※平成30年4月1日以降に助成金を申請する際に以下の内容に変更となります。

【①正社員化コース】 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成
有期 → 正規 ： 1人当たり57万円＜72万円＞
有期 → 無期 ： 1人当たり28万5,000円＜36万円＞
無期 → 正規 ： 1人当たり28万5,000円＜36万円＞

※＜
す。

＞は生産性要件に該当した場合の助成額で

■１年度１事業所あたりの支給申請上限人数が「15人」→「20人」に拡充されます！！
※「1年度」とは「4月1日－3月31日」までの1年間です。

■正規雇用労働者等へ転換した際に、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、
5%以上増額していることが追加要件となりました。
※「6ヶ月の賃金」とは「賞与」「諸手当」を含む賃金の総額です。
＜賞与＞
就業規則等により、支給時期及び支給対象者が明記されていない場合には、賃金の総額から除きます。
＜諸手当＞
通勤手当、時間外労働手当、固定残業代、休日出勤に伴う休日手当、歩合給等は、賃金の総額から除きます。

厚生労働省発行リーフレットを引用

■有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が
3年以下に限ることが追加要件となりました。
【②人材育成コース】 有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練を実施した場合に助成
■人材開発支援助成金に統合されます！！
※平成30年3月31日までに訓練計画届の提出がなされている場合に限り、支給申請が可能です。
＜一般職業訓練＞ Off-JT
＜有期実習型訓練＞ジョブ・カードを活用したOff-JT＋OJT
Ｑ．そもそも人材開発支援助成金って？？
Ａ．労働者に対し、専門的な知識や技能を習得させることを目的とし、職業訓練などを作成した計画に沿って
実施することで、その訓練にかかった経費や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。例えば一般訓練
コースを実施した場合、訓練にかかった経費の30%、1人1時間あたり380円の賃金が助成されます。
※助成額は変更する可能性があります。

その他③賃金規定等共通化コース、④諸手当制度共通化コースについても変更があります。
詳しくは厚生労働省HPをチェックしてみて下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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副業を会社として容認する
場合、どういった事に注意
が必要ですか？？？

副業は、憲法に明記されている職業選択の自由の観点から、全面的に禁止
する事は違法であるとの見解が広まり、部分的に副業を認める企業も増え
てきました。増えてきたとはいえ８割以上の企業が副業を認めてはいない
のが現状です。政府は働き方改革の一環として、副業を推進していますが、
まだまだ法整備が進んでいない状況があります。企業として副業を容認す
る場合、労使でしっかりと話し合い、慎重に社内のルールを検討していく
必要があります。
＊＊社内ルールの検討事項＊＊
①どのような形態の副業を認めるか
業務内容・就業日・就業時間・就業時間帯・
就業場所・就業期間・対象者の範囲 etc

②副業を行う際の手続きについて
事前の承認制にするのか、事後の届出制にす
るのか、申請方法等

④副業の状況を把握するための仕組み

労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合におい
ても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」とあり
ます。また、通達で「事業場を異にする場合とは事業主を異にする
場合をも含む」とされています。つまり、本業と副業の労働時間は
通算され、法定を超えた分に関しては、残業代が発生するという事
です。副業を容認する以上、副業先の労働時間も把握する必要があ
りますので、その仕組みについても定めておきましょう。
【時間外の例】◆◆A社に先に入社し、B社で副業をしている場合◆◆
A社 8h

B社

3h

A社(8ｈ)

+ B社(3ｈ)

＝

11ｈ／日

時間外3ｈ

副業先のB社に3ｈ分の割増賃金の支払い義務あり！！

③副業の内容を変更する場合の手続き
副業先や仕事の内容に変更があった場合の手
続きについても定めておきましょう。

○企業における副業・兼業制度について

後から労働契約を結んだ企業に割増賃金の支払い義務が発生します。

※A社で6時間勤務の従業員が2時間残業した後、副業先で4時間勤務した場合
は、A社に所定を超えた2時間分の割増賃金を支払う義務があるなど、ケース
によって違いますので、ご不明な点はご相談ください。

各企業において、副業を制限する事が許されるのは・・・
①労務提供上の支障となる場合
推進していないが容認している 13.7％
②企業秘密が漏洩する場合
③企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する
認めていない
(出典)「平成26年度兼業・副業に係る取組実態調査事業」
85.3％
(平成26年度中小企業庁委託事業)
行為がある場合
④競業により企業の利益を害する場合
副業に対する労働者からのニーズは近年増加の
それ以外の副業に関しては認めていくことが望ましいとされています。
傾向にあります。副業容認を考えている企業も
企業(使用者にとって)
増えてきました。副業容認に向けては、話し合
副業のメリット
いの結果、決まったルールを就業規則に定め、
○人材育成
○本業への支障
デメリット
○優秀な人材の獲得
○人材の流出等
メリットやデメリットを労使ともに理解した上
○新たな知識・顧客・経営資源の
○従業員の健康配慮
獲得
○情報漏洩、様々なリスク管理
で進めていきましょう。
メリット
デメリット
(効果・期待)
(課題・不安)
また、過労死のラインは月の時間外労働80時
○所得増加
○就業時間の増加による本業への支障等
間と言われています。企業だけではなく、労働
○自身の能力・キャリア選択肢の
○本業・副業間でのタスク管理の困難さ
拡大
者自身による就業時間の把握や健康管理も求め
○自己実現の追及・幸福感の向上
兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言
○副業に向けた準備期間の確保
られます。体調が悪いなと感じたら、無理をせ
～パラレルキャリア・ジャパンを目指して～
(平成29年3月中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課、
ずに一旦自身の働き方を見直す事も重要な選択
従業員(労働者にとって)
経済産業政策局産業人材政策室)より抜粋
肢です。
副業・兼業の促進に関するガイドライン↓
モデル就業規則↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhouhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b
11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf
unya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/
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(％)

＊今月のお知らせ＊
健康・介護保険
料率が改定され
ます
雇用保険の
料率（改定なし）
所得税の
確定申告

健康・介護の保険料率が、平成３０年３月分（４月納付分）から変更となります。
【福井県】健康保険：9.9８% 介護保険：1.57％ (折半前)
▼保険料額表はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/ippan/300318fu
kui.pdf

平成３０年度の雇用保険料率に改定はありませんので、料率変更は必要ありません。
所得税の確定申告期限は平成30年3月15日(木)までです。
振替納税の方は平成30年4月20日(金)が振替日です。

新入社員
入社の準備
カレンダー
の準備

・新入社員の受け入れ準備は整っていますか？
（例）労働者名簿・備品・制服・駐車場の確保など
４月から年度がかわる事業所は、新年度のカレンダーの準備や、３６協定の締結の準備もお忘
れなく。

社会保険・労働保険の手続き、イベント等 年間スケジュール
4月/April

5月/May

期限
4/1～4/30

内容
・労働者死傷病報告の提出
（休業4日未満の労災等、1～3月分）
・雇用保険料率、子ども・子育て拠出金料率
変更

内容
・労働保険の年度更新 申告・納付

期限
6/1～7/10
7/1～7/10
7/1～7/31
中旬

8月/August

内容
・労働保険の年度更新 申告・納付（1期分）
・社会保険算定基礎届 提出
・労働者死傷病報告の提出
（休業4日未満の労災等、4～6月分）
・障害者・高齢者雇用状況報告書

9月/September

期限
賞与支払から
5日以内

内容
・賞与支払届

期限

上旬

10月/October

内容
・厚生年金保険料の変更月
・算定基礎の標準報酬月額の適用
・労働保険料 口座振替納付・延納1期分

11月/November

期限
10/1～10/31

内容
・労働保険料（第2期分）の納付
（延納申請をした場合）
・労働者死傷病報告の提出
（休業4日未満の労災等、7～9月分）
・最低賃金の改定時期

10/1～10/31

期限
中旬

12月/December

1月/January

期限
賞与支払日から
5日以内

内容
・賞与支払届

期限
1/1～1/31

・年末調整

1/1～1/31

2月/February
期限
中旬

内容
・労働保険年度更新 申告

7月/July

6月/June
期限
6/1～7/10

期限
上旬

内容
・労働保険料 口座振替納付・延納2期分

内容
・労働者死傷病報告の提出
（休業4日未満の労災等、10～12月分）
・労働保険料（第3期分）の納付
（延納申請をした場合）

3月/March
内容
・労働保険料 口座振替納付・延納3期分

期限

内容
・社会保険・介護保険料率の変更
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