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 おかげさまで今年で 10年目  を迎えた新入社員研修。 

参加人数は、今年も大好評 19社47名 !！ 

ご参加いただいた受講生の皆さん、そして大事な大事な 

新入社員の皆さんを弊社へお任せ頂いた事業所の皆さま !！ 

本当にありがとうございました !(^^)! 

           新入社員研修では、社会人に必要なビジネスマナー  

          や社会人としての心構え・取り組み方と共に、グルー 

          プディスカッションによる考える力「課題解決力」の 

          強化のためのプログラムを多く取り入れました！ 

 見ず知らずの他社受講生と共に取り組む新入社員研修は、仕事を通じて 

     初対面の方と会話を交わし、相手や状況を徐々に把握しながら 

     自分を出していく、社会でのコミュニュケーションと似ています。 

      最初ガチガチ(-”-)に緊張して真剣な面持ちで研修に取り組んで         

     いた受講生も、周囲と次第に打ち解けて協力し合う姿は正に社会 

     人へ第一歩を踏み出した、フレッシュでありながら頼もしさを感 

     じる姿に変化していました。BY. 講師 
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 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、 
社会人として飛躍するコツを習得してもらうことを研修目的としています。      
 ◆日 時◆平成30年10月3日（水） 9：30～12：30 
 ◆場 所◆福井県自治会館 201会議室 
 ◆参加費◆お一人様 税込６，４８０円（テキスト代含む） 
   * * 新入社員研修2018参加者  特典  →税込５，４００円！！ 

✧新入社員研修２０１８のご報告✧ 

全員集合～‼ 

〇リーダーや上司は気づかせ屋○ 
リーダーや上司の部下育成のポイントは、いかに気づかせるか 
に尽きる。気づきが行動につながれば成果も表れる。 
ここがリーダーや上司の腕の見せ所。 
部下が気づき、助言を求めてくれば、ちょっとしたことでも 
ぐんぐん伸びる。 

“教育”は継続なり！！ 

開催要項、お申込みはこちら     https://kkr-group.com/seminar/ 

＊今月のことば＊ 

https://kkr-group.com/seminar/
https://kkr-group.com/seminar/
https://kkr-group.com/seminar/


北出が“今！ココ！知ってほしい！”をお伝えします。 
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Ｈ30年度の地方労働行政
方針が発表になりました!! 

各都道府県労働局は今年度の方針を踏まえつつ、各局に即した重点・
対応方針を盛り込み、行営を図ることとしています。色々掲げる施策の
中でも特に重点をおいている項目をピックアップしてご紹介します!! 

雇用環境・均等担当部署の重点施策 

1.長時間労働の抑制に取り組む事業主等を支援します 

-職場慣行を変えて、定時退社や有給休暇取得に取り組むよう、経営トップに対する働きかけを実施し各企業における働き  
 方改革を促進してワーク・ライフ・バランスの実施を図ります。 

-企業訪問及びワークショップを開催し、具体的アドバイスを行います。 

3.総合的ハラスメント対策の実施 

-妊娠・出産、育児休業等に関するマタハラ、職場におけるパワハラなどの対策を行います（相談体制の整備、是正指導、 
  対応についての指導、パワハラ対策導入マニュアルの普及等） 

  労働基準担当部署の重点施策 

-過重労働が行われているおそれがある事業場に対して、適正な労働管理及び健康管理に関する窓口指 導、監督指示等   
  を徹底します。また、時間外労働協定を適正に締結するよう関係法令の周知を徹底します。 

-労働者の過労死を防止します。長時間労働者に対する医師による面接指導の実施の徹底を図ります。 
-メンタルヘルスの周知・徹底を計画的に行います。労働者50人以上の事業場に対してはストレスチェック制度の 
 重点的な指導等を行います。 

お問い合わせ 

2.女性の活躍推進 

-中小企業が抱える人手不足の課題への対策につながるということが経営者等に十分理解されるよう、女性活躍推進の周知・     
 啓発を行います。女性活躍推進に取り組む事業主を支援します（助成金活用） 

福井労働局の方針を踏まえてチェックします！！ 

One Point!! 
今ある定型業務の見直しを図っていきましょう。時間短縮、業務削減可能な箇所を洗い出し、社員全
員で改善案を出して実行していくことも長時間労働抑制の大切な取り組みの一つです。 

One Point!! 
育児や介護休業等を利用しやすい環境整備に取り組む事業主を支援する助成金「両立支援制
度」の活用が推進されています。積極的に当社からの案内もご活用下さい!! 

女性活躍推進企業登
録数（福井県） 

  201社 
（H30.2.27時点） 

One Point!! 
労働者が妊娠・出産、育児休業等により不利益取扱いを受けることがないように就業環境
の整備を行う必要があります。説明会等の実施には積極的に参加しましょう!! 

1.過重労働による健康障害防止の徹底 

労働者の労働日ごとの始業・就業時刻を確認し適正に記録しておく必要があります。タイムカード、
ICカード、パソコン等で管理して記録しましょう。 
法定時間を超えることがある、法定の休日に労働させる場合は36協定を締結して届出が必要で
す。有効期間がありますので毎年の更新も忘れずにしましょう‼ 

One Point!! 

2.安全で健康に働くことができる職場環境作り 

長時間労働者の業務の見直しを図る必要があります。現状の仕事内容を洗い出し、どこに問題が
あるかを把握する必要があります。問題を把握して一つ一つの問題を解決していきましょう。 
50人未満の企業でもストレスチェックをすることは労働者の精神状態を把握するためにも非常に有
効的な手段です。自主的に取り組んで一早く労働者の状態を分かっておきたいですね。 

One Point!! 

一緒に確認
しましょう!! 

総合件数では、10年前から100万
件/年を越えています。 ⇒⇒⇒ 
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【去年】1年単位の変形労働時間制（特例含む） 
【一昨年】労働者の雇用形態の種類 

出向、転籍、派
遣の違いは？ 
労働契約とかは
どうなるの？ 

【定義】 

派遣 
派遣とは、派遣元との雇用契約を結び、実際の業務は派遣先で行うこと。指揮命令権は派遣先が持ち、
派遣の形態には派遣会社が一定期間(仕事のある期間)に限り雇用契約を結んだ労働者を企業に派遣す
る「登録型派遣」と派遣会社が直接雇用している労働者を企業に派遣する「常用型派遣」があります。 

転籍 
転籍とは、人事異動の一つでこれまでの企業との雇用契約を打ち切り、 対象となる企業と新たな雇用
契約を結び、籍を移すことをいいます。一般的にはグループの中核企業から子会社へ人材の供給方法
として用いることが多いです。 

出向 
出向とは、雇用されている企業に籍を残しつつグループ企業の子会社や関連会社で業務に従事するこ
とをいいます。籍は出向元にあり、指揮命令権は出向先にあります。「在籍出向」ともいいます。 

雇用契約にはどん
な違いがあるの？ 

対象者 雇用元 就業場所 指揮命令権 就業期間 労働契約 

派遣 派遣社員 派遣元 派遣先 派遣先 
短期間～ 
最長3年間 

派遣元 

転籍 正社員or契約社員 転籍先 転籍先 転籍先 定めなし 転籍先 

出向 正社員or契約社員 出向元 出向先 出向先 
期間の定め

あり 
基本的には 
出向先 

ちなみに、出向は元の会社との労働契約関係が残っていますが、転籍
は、完全に移行するので、退職の手続き等が必要になりますよ。 

【給与、退職金、社会保険等の手続き】 

給与支払いは？ 退職金はどこから？ 
社会保険、雇用保険の
手続きは？ 

社会保険、労災保険の
負担はどちら？ 

派
遣 

派遣元が支払います。 
派遣元。退職金の有無や
金額は、派遣会社の規定
による。 

社会保険、雇用保険と
も派遣元が一括して行
う。 

全て派遣元が負担。 

転
籍 

転籍先が支払います。 
転籍した日から、転籍
先の給与計算方法に従
い、給与の算定がされ
ます。 

転籍した際に、 
①転籍元から転籍者に対
して、直接支払する。 
②転籍元から転籍先の企
業に退職金負担分として
支払うの2つのパターン
があります。 

転籍した場合、 
社会保険、雇用保険と
も転籍先での手続きが
必要になります。 

全て転籍先が負担。 

出
向 

原則、出向先。 
①出向先が出向者に対 
して、直接払う。 
②出向元が出向者へ給  
与を支給し、出向先か
ら出向元へ給与相当額
の負担金を支払う間接
支給の２つのパターン
があります。 

（入社～出向前） 
出向元が支払います。 
（出向～復帰） 
出向先が支払います。 
（復帰～退職） 
出向元が支払います。 

社会保険は、勤務時間
数で判定。 
①出向先で正社員並み
に勤務する場合出向先。
②出向元で全額給与支
払いがある場合出向元。 
 
雇用保険は、支払給与
が多く払っている方で
加入。 

労災保険については、
出向先が負担します。
これは、出向先の事業
が出向元と異なる場合、
労災の発生頻度も異な
り保険料率も違うため、
実際に勤務した事業所
で労災の適用を受ける
からです。 

出向と転籍は、会社に籍が残るかどうか、勤務時間によって社会保険等の手続きも変わってくるんですね！！ 

同意が必要なのは、
分かるけど何か違い
はあるの？ 

はい。派遣、転籍においては「個別的同意」ですが、出向の場合は、
出向労働者の利益に配慮した出向規程を設けることで、個別的同意
は必要ないとしています。これを「包括的同意」と言います。 

【『出向の４要件』を満たさない出向契約は厚生労働省によって“職業安定法違反”に！】 

「出向の４要件」とは 
①労働者を離職させるのではなく、  
 関係会社において雇用機会を確保する 
②経営指導、技術指導の実施 
③職業能力開発の一環として行う 
④企業グループ内の人事交流の一環として行う等 
参照URL：
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl
/s0229-5d.pdf 

これら４つの目的を有している事業に関して
は、例え出向が行為的に繰り返し行われたと
しても、職業安定法44条により禁止される
労働者供給事業に該当しないとする、とされ
ています。 
ポイントはあくまでも“労働者の立場”に
立って人事考課の一つと考えることですね。 



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

＊今月のお知らせ＊ 

労働保険 
年度更新 

平成２９年度確定保険料及び平成３０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（金）から７月１０日（火）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。 

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１１日（月）が期限となっています。 
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食レポ・・・。何すればいいんだ？！何食べればいいん
だ？！お昼ご飯は365日、毎日一緒な物を食べていると
言っても過言ではない高間には、オシャレなランチ♡とか
ハードルが高すぎて何も思いつかないので、お気に入りの
駄菓子をレポートします(笑) 

★1位★クリームソーダ飴 
 これ・・・私の中のダントツ１位です(๑•᎑•๑)♬* 

 中に入っているクリームらしきものの味がものすごく好きなんです・・・笑 
 でも中々お店にないんですよね(-_-) 
 見つけるとゴソっと大人買いしちゃいます♪ 

★3位★うまい棒とどんぐり飴 
そろそろなぜ選べないのに3位まで 
にしたのか疑問の声が聞こえてきそ 
うですが・・・うまい棒とどんぐり飴です(*ﾟ∀ﾟ) 
子どもの頃は飴の中にガムっていうとっても 
お得な感じにつられてよく食べていましたが 
大人になっても何となくあれば買ってしまいます笑 
うまい棒は知らないうちに色々な味が増えてて 
びっくりです！！ 
シュガーラスクとかあるんですよ(*´艸`*) 
 
      

     ★2位★パチパチパニックとさくらんぼ餅シリーズ 
     選びきれませんでした(๑¯ ³¯๑) 
     本当はわたパチが好きなんですが 
     最近見かけなくなってしまい・・・。 
   次に好きなパチパチパニックがランクイン！！ 
 口の中で弾ける感覚を大人になっても楽しんで 
 います(*^^) 
さくらんぼ餅シリーズはシンプルに好きです笑 
子どもも好きで買い物に行くと必ず掴んでくるので 
一緒に食べてます٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ 

ちなみに私のお昼ですが、 
このセットを軽く3ヶ月続け 
ています(๑¯ ³¯๑) 


