
福井県の中小、ベンチャー企業を
経営・人事・労務の視点で元気にする WS
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＊今月のことば＊
〇採用難だからこそ人を辞めさせない人材戦略○
中小企業は未だ人材の確保が難しい状況。人がいないと事業の
安定が厳しくなる。したがって「採用活動」に力を入れると同時に
「人を辞めさせない」ための人材戦略が重要。時代の変化に自社
をどう対応させるかどうかで企業の生き残りが決まる。投資は採用
だけじゃなく社員教育、福利厚生、給与など多岐にわたる。
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≪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・ベンチャー企業を経営・人事・労務の視点で元気にす
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。

≪講師プロフィール≫
水野達也（みずのたつや）

1987年福井県越前市生まれ。
新卒で入社した自動車ディーラーでは同世代で営
業トップクラスの実績を持つ。お客様から評価が
高く好セールスを維持。内定者研修、新入社員
研修など数々の研修の講師を務める。研修スタ
イルは「わかりやすい」「やるべきことが明確に
なった」という受講者からの評判が高い。

内定者の不安を一掃！開催間近！！

内定者フォロー研修

☑会社のことをもっと知りたい
☑同期との繋がりを持ちたい
☑自信を付けて入社したい

内定者の本音
☑会社の一員として仲間になれるか
☑社会人としてやっていけるだろうか
☑どんな先輩がいるのだろう

内定者の抱える不安

内定者の実態を放っておくわけにはいきません!!
不安を解消して、内定辞退を防止しましょう！！

＜実施プログラム紹介＞
・自己紹介
・参加企業の先輩との交流会
・グループワーク（複数実施）
・社会人の心構え
・プレゼン作成＆発表（講評もあります）
・表彰式＆講評 他

＜実施後の内定者の声＞
・同じ会社の人だけでなく、他社の人との交
流ができたことがよかった。

・先輩社員との交流がよかった!!入社前に先輩
と話すことができることは自分にとってプ
ラスであり入社前の不安がかなり軽減した。

・プレゼン発表は緊張したが、いい経験なっ
た。プレゼンに対するコメントが温かく印象に
残っている。入社後頑張りたい。

＜日時＞２０１９年９月１９日（木）１３：００ ～ ２０日（金）１６：００
＜会場＞しきぶ温泉 湯楽里 （越前市白崎町６８-８）
＜費用＞お一人様３０，０００円（税込）（１泊３食付き・資料代込）
＜定員＞１０社３０名※都合上、１社２名以上でお申込みください。

申込期限：９月５日（木）

ご応募お待ちしています

新入社員フォローアップ研修２０１9

＜日時＞２０１９年１０月４日（金）９：３０～１２：３０
＜会場＞福井県自治会館 ２０１ 研修室
＜費用＞お一人様６,４８０円（税込。資料代込）

※３月開催の新入社員研修２０１９に参加された方はお一人様５,４００円

＜定員＞５０名 申込期限：9月27日（金）

こんなことに効果あり!!
☑仕事の優先順位が不安、段取りが上手くない
☑報告・連絡・相談の質をもっと向上させたい
☑コミュニケーション力をもっとつけて欲しい

セミナー内容
・成果が上がる時間管理の方法
・目標設定方法・発表 等

QRコードからでもお申し込み可能です

QRコードからでもお申し込み可能です

長
月



北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。
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2020年4月1日施行開始となる
「同一労働同一賃金」について
の具体的な取り組み方法を
ご紹介します！
※中小企業は2021年4月から！

おさらい：2019年４月号事務所ニュース
https://kkr-group.com/keieiroumu/2019-0401.pdf
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用労働者（パートタイ
マー、有期契約労働者、派遣労働者）との間の不合理な待遇や手当
をなくしていって従業員にも説明できるようにしておきましょうね、
というものです。

大事なのは

「Fair（公平）」「Anfair（不公平）」
よりも「Reasonable（合理的）」か
どうか。つまり、きちんと待遇差が説明できるか！
ということです。

まずは“待遇差”の洗い
出しを行いましょう！1

労働者の“雇用形態”を
確認しましょう！

待遇に違いがあるか
を確認しましょう！3

“説明書”を準備しましょう！4

5

同一労働同一賃金において注目されるポイ
ントは、「正社員と有期契約労働者の不合理
な待遇差」です。待遇差には手当、福利厚生、
基本給、賞与、退職金などで設けている会社
が多いです。
“正社員にあって有期契約労働者にないもの”
をまずは洗い出しを行いましょう。
そこから、会社としてどう差を設けていくか、
従業員に説明するかです！

雇用形態には会社によって呼び方は様々
ですが、「有期契約労働者」「短時間正社
員」「パートタイマー」「アルバイト」「無期転換
社員」「嘱託社員」などがあります。
まずは、誰が有期契約労働者で誰が正社員
なのか。パートであっても、有期契約期間が
定められているのであれば、その方は「有期契
約労働者」です。特に入社後は全社員「有
期」で雇う会社は有期と正社員の業務の違
いも要チェックです！

例えば正社員に「皆勤手当」を
払っているが、有期契約労働者
には払っていない。賞与支払いの
有無など、有期契約労働者に支
払われない場合はその理由が合
理的かどうかを確認しておく

必要があります。

今回の法改正内容の中に「説明義務の強化」があります。
これは、有期契約労働者の方が、会社に待遇差の説明を求めた
際には、説明する義務があるというものです。その際に、ただ口頭で
説明するだけではなく「説明書」といった形で、従業員の方に見せら
れるようにしておくことで、より信頼ある会社だと思ってもらえます。
「うちはちゃんとこういう理由で差をつけてるんだよ」と胸を張って言え
る状態にしておくということですね。詳しくは右の図をチェック。

今回の同一労働同一賃金についての罰則規定は
ございません。しかし、従業員に説明を求められ、不
合理な待遇差だと認められた場合、訴訟に発展する
ケースも・・。
それを避けるためには、前項による「説明書」の準備
や就業規則により手当の明記を詳細に記載しておく
必要があります。“従業員にオープンにする”という意
味ではこの方法が最も効果的です。しかし、簡単には
規則の変更はできません。規則の変更やアドバイスな
ど弊社でも行っていますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
キーワードは「合理的」つまり、曖昧なものをきちんと
理由付けしましょう、ということです。

【
説
明
書

記
載
例
】

厚生労働省HP パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書より抜粋
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

就業規則もチェックしておきましょう！

次回予告！
各手当ごとの説明理由の記載例の紹介、どう
いった手当が引っかかりやすいのか？待遇改善
のために何ができるのか？乞うご期待！

2



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

先月号の今ココ！JO-HO-でSOGIハラ
についてご紹介しました。今回は、実際
にLGBTに対して協力的な姿勢を示す
企業の取り組みを紹介します！

まず始めに、LGBTフレンドリーとは？

最近よく耳にする「LGBTフレンドリー」という言葉。この言葉の
通り、何かしらLGBTに対して協力的な姿勢を示します。そのよ
うな企業・団体とは実際にどのようなことをしているのでしょうか。

①差別禁止規定
国籍・年齢・性別などと同じ
ように、「性的指向」や「性自
認」についても明記した上で、
それらに基づく差別禁止を就
業規則に規定しています。

②福利厚生
結婚休暇・介護休暇・慶弔
休暇・結婚祝金に関して、事
実婚や同性のパートナーでも
「配偶者」として認めています。

③性別適合手術休暇
トランスジェンダーの方のため
の休暇を設けている企業もあ
ります。手術後、医師が「労務
不能」と診断すれば、傷病手
当金の支給も認められます。

④更衣室
性別によって更衣室を分けるの
ではなく個室を用意していたり
します。また、性別ではなく時
間交代制で更衣室を管理して
いるところなどがあります。

⑥LGBT研修
LGBTに関する適切な対応を学
びます。当事者のこの職場で頑張
ろうという勤続意欲に、一番マイナ
スの影響を与えているのは職場で
の差別的言動だったりします。

⑤だれでもトイレ
設備上、新たに設けることが
できない場合、その名のとおり、
性別に関係なく誰でもが入れ
るトイレを設けています。

制度やオフィスなどのハード面やスタッフのマインドを変えていくには時間がかかることもあります。でも「取り組もう」
と思った時点で、その企業はLGBTフレンドリーなのではないでしょうか。

働き方や働く人の多様性を認
める、「ダイバーシティ雇用」の
一環として、福井県内の企業
にも「LGBT雇用推進宣言」を
掲げているところもあります。

いかがでしたでしょうか。今回、LGBTフレンドリーの様々な取り組みをご覧いただきました。ダイバーシティと言いま
すと、女性活躍・シニア・障がい者・外国人・・・といった様々なキーワードが浮かんできますが、LGBTフレンドリーも
その1つということですよね。LGBTに対して取り組んでいるのは大企業だけでしょう？というお声も多数ありそうです
が、いえいえ、そんな事はありません。従業員数約100名の運輸会社や、約30名の製造業者の中小企業だから
こその、スピード感ある取り組みを行っている会社さんもあります。
「LGBTの人たちは、人の感性に寄り添える人が多かった」。LGBTを採用できれば、きっと思いやりある視点を持
ち込み、生産や開発に生きると思う。そんな想いで、積極的に受け入れている会社があるようです。

同性婚で社内制度の適用を
求める場合、結婚関係の開
始日を自己申告し、同居また
は家計をともにしていることが
証明できる書類を提出する。
(例)住民票・請求書etc

【研修内容例】
1.LGBTの基礎知識
2.職場における問題・
トラブル事例

3.日本の状況、世界の状況
4.内外の企業の取り組み事例

★が少ないものほど取り組みやすいものです。
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算定基礎により決定した標準報酬月額が９月分社会保険料より適用になります。
９月に支給される給与で９月分の社会保険料を控除している事業所様は変更となり
ます。令和元年７月、令和元年８月、令和元年９月に月額変更のあった方は、算定
基礎ではなく、月額変更により決定された等級が優先となります。

＊今月のお知らせ＊

社会保険
標準報酬月額
の変更です

最低賃金が
引き上げ
られます

福井県の現在の地域別最低賃金は８０３円です。

令和元年１０月からは２６円引き上げられ、829円になる予定です。
時給者だけではなく、月給者等の最低賃金割れにもご注意ください。

福井の中央卸売市場の中にある『ふくい鮮いちば』
は、一般人でも入場できるエリアです。
美味しいお魚が食べたくなったらふらーっと
立ち寄ります。

今月は、B’zと車とコーヒーがあれば幸せな高倉が
お届けします(*´艸`*)

今月は、B’zと車とコーヒーがあれば幸せな高倉が
お届けします(*´艸`*)

福井の中央卸売市場の中にある『ふくい鮮いちば』
は、一般人でも入場できるエリアです。
美味しいお魚が食べたくなったらふらーっと
立ち寄ります。

美味しい魚が食べたい！！！と思い立ち
ムスメちゃんたちと向かったふくい鮮いちば
朝９時半、来場者用駐車場に車を停めて
開店直後の群青に待つことなく入店！
サーモン大好きな私たちが注文したのは、
福井ブランドのふくいサーモンがもりもり
乗った「ふくいサーモン丼定食」
前回13時ごろ訪店したときには売り切れて
いて食べられなかった、ふくいサーモン丼。
食べたかったメニューが目の前に運ばれて
きた時、テンション上がりまくりです。

サーモン好きなムスメちゃんたちも、
アゲアゲでスマホで撮影タイム！

ひとしきり撮影したら、黙々と食べますｗ
上に乗ってるイクラもつやつやプチプチ感が
たまりません(｡･ω･)ゞ
ふくいサーモンは、脂がのってもっちりした
食感！！！魚臭さが全くなく、ぺろりと完食！
大満足でした。ふくいサーモンだけではなく
味噌汁、小鉢も絶品です！
鷹巣漁港で水揚げされた季節のお魚が
味わえる行列がデキるお店です(*´艸`*)

「群青」のふくいサーモン丼

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

お
食
事
処
だ
け
で
な
く
、
果
物
屋
さ
ん

お
総
菜
屋
さ
ん
、
八
百
屋
さ
ん

も
あ
る
の
で
高
倉
お
ス
ス
メ
ス
ポ
ッ
ト
で
す

厚生労働省では、健康に対する国民の一人ひとりの自覚を高め、健康づくりを推進
していくため、毎年９月を「健康増進普及月間」と定めて、地方自治体とともに
様々な活動を展開しております。今年は、日ごろの運動不足解消や健康意識の向上
を目的としたイベント「スマートライフフェスタ」を開催することとなりました。

毎年９月は
健康増進普及
月間です


