
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
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＊今月のことば＊
〇知識労働者は自らマネジメントすること○
知識を基盤とする組織が社会の中心である。現代社会は組織の
社会である。知識労働者が生み出すのは、知識、アイデア、情報
である。しかし、いかに莫大な知識であっても行動と姿勢に反映
されなければ、意味がない。知識労働者の生産性は、なすべきこと
をなす能力。成果を上げることである。（byピーター・ドラッカー）
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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。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690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：
https://kkr-group.com/archives/category/president-blog

中小、ベンチャー企業のための

働き方改革×生産性向上セミナー（全５回）
2/18 3/17
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開催日

働き方改革のカギはIT活用にあり！！

セミナー参加により生産性向上のヒントがきっと見つかります！！

５月、６月開催は実践編！

事例を基に取り組みについて
紹介します。

ITを活用して社員
の働き方の幅が
広がります

離職防止と社員
定着の力が同時に
身に付きます

働き方の見える化
が進み、生産性の
向上が図れます

①2020年2月18日（火） 離職防止と社員定着
②2020年3月17日（火） 労務管理から見たセキュリティ

＜開催日＞ ③2020年4月21日（火） 採用と離職防止
④2020年5月19日（火） 離職防止と社員定着【実践編】
⑤2020年6月23日（火） セキュリティ【実践編】

＜時間＞ 13：30～15：00（各日）※終了後個別相談会を実施
＜会場＞ 福井市中央1丁目3-1 加藤ビル3F会議室

※5月以降は変更になる場合があります
＜参加費＞ 無料 ※2営業日前までに申し込みをお願い致します

各回単発でのご参加も承っています

-下記該当者は是非ご参加下さい-

☑生産性向上のコツが知りたい ☑IT活用を成功させる方法が知りたい
☑何から手を付けていいのか、、、

おかげさまで11年目！！全力開催決定！

新入社員研修２０２０

もう１つ
お知らせ

人気研修の為、
残席わずかです。
お申し込みはお早めに!!

◆お申込み、詳細は下記URLから！＜開催日＞2020年3月30・31日（月・火）
https://synergy.kkr-group.com/2019/10/08/20200330

・業務の見える化とスリム化
の重要性が分かりました!!
・社員定着には理由があると
分かりました!!
知れてよかった!!



北出が “ 今！ココ！知ってほしい！” をお伝えします。

働き方改革法案が2019年4月に施行
開始され、はや１年が経とうとしてい
ます。今回は様々な取り組みの中でも、
数ある会社の中から表彰された「グッ
ドアクション」企業をご紹介します！

「GOOD ACTION」とは、「働く場」で独自に実施している人材育成、コミュニケーション活性、社員
のモチベーション向上などにつながる取り組みに光をあてて表彰する、働き方改革以上に社員の働き方に
重きを置いたものです。「リクナビNEXT」が主催する企画で、2014年から始まり今回で６回目を迎え
ます。2019年度の表彰社数は7社。その中から4社を紹介しますね。

大賞

審査員賞

『施設が生き残るには、従業員を最優先するしかない』

残業月100時間、離職率40％超の状態から「このままでは施設も従業員も潰れるかもしれない」と一念発起。
【GOOD ACTION内容】
①役職者と従業員との1対1の面談で従業員ファーストの徹底
②介護職の職業病、「腰痛」をなくすために専用機械の導入
③従業員の家庭環境まで聞き込み、一人一人に柔軟な働き方を提案
結果、介護職では異例の年平均残業時間0.02時間、離職率は7～8％にまで改善。
2019年だけで40回の視察、研修依頼があり介護施設の働き方を根本から変えたことで見事大賞を獲得した。

目指すのは『日本中の障がい者が活躍できる社会の実現』

障がい者雇用のための子会社だから、事業貢献度外視では現場の人たちのモチベーションが上がるわけがない。少しでも
「事業貢献」のために何ができるかを考え、取り組んだ。
【GOOD ACTION内容】
①代表との1on1面談や支援機関面談、上長面談、カウンセリングなどの実施
②易疲労・過集中などに配慮した休憩室や、聴覚過敏用のイヤーマフ、光過敏用のサングラスなどを用意して環境を支援
③マニュアル整備、作業工程の見える化による業務のサポート体制の整備

現在は全従業員のうち６割が発達障がい者であり、グループの中心事業における戦力となっている。

10年で1人前の職人になるという職人の常識を変えたい

若手がほとんどいない。新規求人を出してもほとんど応募がない。このままでは、技能伝承者がいなくなる危機感から、
「属人的な」職人世界を変えるために取り組みを開始。
【GOOD ACTION内容】
①職人の技を動画撮影して配信するキャリア支援ツールを開発
②テレビ会議を通じて教える仕組みづくりなど教え方を進化させた
③男性だけでなく、女性や外国人にも技術習得ができる教育体制の整備
こうした教育体制により20年のキャリアがあっても取得するのは難しいとされる国家試験“1級塗装技能士”を入社7年目
の女性従業員が1発で取得。職人不足解消だけでなく、効率的な育成方法は業界以外でも汎用できる、として表彰された。

ワークスタイルバリエーション賞 訪問看護で社会課題を解決するための働き方改革

日本の社会課題として在宅医療が深刻化する中で、現場で働く訪問看護スタッフが生き生きと働ける職場を作るためにどう
すればいいのかを考えた。
【GOOD ACTION内容】
①2時間単位で取得可能な有給休暇制度
②マタニティ制服の貸与やベビーシッター費用の補助で働くママに対しての支援
③仕事、プライベートどちらでも使える弁護士のホットラインを社内外に設立
④LGBTQの結婚、育児、就労支援
⑤定年再雇用の上限年齢を75歳に引き上げ

これらの抜本的な働き方改革により約2年間で従業員200人近くの増加、離職率の大幅改善に成功。異業種からの称賛も。
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いかがでしたか？GOOD ACTIONの取り組みは社内外からも評価を得られる代表的事例となっています。
内容は中小企業でも取り組めることも含まれているので、ぜひ参考にしてみてください。
我こそは！という会社様は毎年9月頃に応募締め切りとなるので、それまでにエントリーしてみてはいかがで
しょうか？過去の受賞企業一覧も掲載されていますので、ぜひ参考にご覧ください。
参照サイト： https://next.rikunabi.com/goodaction/
課題があってそれに向かって取り組む「GOOD ACTION」は弊社も全力で応援しています！

ワークスタイルバリエーション賞

事例① 介護施設

事例② 塗装工事会社

事例③ 大手IT企業の特例子会社

事例④ 訪問看護ステーション
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申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数 (注１)×支給単価（注２）
（注１）重度障害者であってもダブルカウントせず、実人数でカウントします。
（注２）支給単価（対象障害者１人あたり月額）

週所定労働時間20時間以上の労働者（カウント後）の総数に応じ、
100人超えの事業主 7,000円
100人以下の事業主 5,000円

令和2年4月1日施行予定の
障害者雇用促進法の一部を
改正する、“特例給付金“制度
とはどういうものですか？

「障害者雇用促進法」とは？
基本的理念として、「障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与
えられるものとする。」とし、障害者１人ひとりの活躍を推進してきました。

「特例給付金」とは？
短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに『特例給付金』が支給されることにな
りました。令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります。

支給対象となる障害者

(1)障害者手帳等を保持する障害者

身体障害者
・身体障害者手帳
・都道府県知事が指定する医師又は産業医
による診断書・意見書

知的障害者

・療育手帳（都道府県により別の名称を用い
る場合があります。）
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精
神保健福祉センター、精神保健指定医若しく
は障害者職業センターによる判定書

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳

(2)1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)

(3)週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者

• 週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、
実労働時間が10時間未満であった障害者は対象障害者に含みません。

• 週所定労働時間が20時間以上であったが、実労働時間が10時間以上
20時間未満であった障害者は対象障害者に含みます。

支給額

♠障害者雇用をはじめるにあたって、まずは何を
したらいいかも分からないという事業主様や人事
担当者様も多くいらっしゃると思います。まずは支
援機関に相談することからはじめてみて下さい。
代表的な5つの支援機関をご紹介します！

1.ハローワーク
福井

2.福井障害者就業・生活
支援センター ふっとわーく

4.就労移行支援事
業所(県内各所)

3.福井障害者職業
センター

5. その他 障害者専門 人材紹介会社 等

ここからは「多様性は可
能性だ」を理念として、
障害者雇用に積極的
に取り組んでいる会社
の取組好事例をご紹
介いたします！

事例1

就労パスポートとは・・・
障害のある方と雇用者が
仕事や配置のマッチング
や合理的配慮に資する
情報を互いに共有するた
めのツールのこと。

就労パスポートを利用して、本人のできることに視点をあてたジョブマッチ
ングを実施。「1回1時間であれば、高い集中力を発揮できる」「PCスキ
ルが極めて高い」「チラシ等の作成物のデザイン力が高い」「合理的配慮
があれば、さらに活躍することができる」等の本人の特性を理解し、得意
な分野で活躍してもらうため、短時間(パート社員)で採用した。仕事の
成功体験を重ねて自信が積み重なり、本人の意欲とさらなる向上心で
キャリアアップして正社員に登用された。

～印刷業、精神障害Aさんの場合～

事例2

まず問題視されたのは夜間勤務への対応であるが、通常
2名のところ3名体制とし、夜間勤務が可能になった。当
初、利用者の声や物音が聴こえないことがハンディになる
のではないかなどという不安な面があったが、周囲の表情、
動作から利用者の誤飲を未然に防いだ事例があり、非
言語の情報を一生懸命に読み取る姿勢と能力が高く評
価されている。手話のワンポイントレッスンを朝礼時に実施
し、職員全員が日常会話なら手話で十分伝達可能に
なった。しかし、研修会等専門用語が多く含まれる説明
が必要な場合は、専門の手話通訳士を依頼し確実に情
報が理解されるように配慮している。聴覚障害者のスキル
アップ支援にも積極的に取組んでおり、「盲ろう者通訳ガ
イドヘルパー指導者」の資格を保持している者もいる。

～介護、聴覚障害の方の場合～ 事例3

作業量が多いときは小分けして指示する、単調
な作業が続かないように複数の作業をお願いし
組み合わせにも配慮する。Cさんはイラストを描く
のも得意であることから、マニュアルノートには文
字だけではなく、イラストも使って記録。一日の作
業予定は、Cさん自身が、時系列で作業内容を
ホワイドボードに貼り付け、作業が終わるとホワイ
トボードから取り外していくので、本人だけでなく、
周囲も進行状況が分かるように工夫している。こ
れらにより、業務の正確性、スピードともに高くな
り、他部署からの信頼も得られ、障害者雇用支
援リーダーとして、障害者の立場から支援する側
になっている。

まとめ

障害者を雇用することで、障害者の秘め
た能力の開花、企業の人手不足の解消
へと繋がっていきます。多様な人材が交
わることで、寛容な社会づくりにも貢献す
ることができます。今回の改正による特例
給付金制度がまさしく、これらの前向きな
社会づくりへの後押しになることでしょう。

～小売業、発達障害Cさんの場合～
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※官公庁の表記に従い、障がい者を障害者、和暦で表記しております。

対象事業所

・ 全事業所



福井にこんなおしゃれなお店があったのね？！と思わず
つぶやきたくなるグルメバーガーショップ
BEACH HILL FOOD WORKS（ビーチヒル フードワークス）
三国のサンセットビーチ近くにあります！
駐車場の目印は、この青いドラム缶！
お店の入り口には、おしゃれな自転車！
目印から、おしゃれです！
お店は、お会計を先に済ますスタイル！
たくさんあるハンバーガーとサンドイッチ
の中から、選びます(*´艸`*)

＊今月のお知らせ＊

健康・介護保険
料率が改定され

ます

健康・介護の保険料率が、令和２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：9.95% 介護保険：1.79％ (折半前)

▼保険料額表はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/

所得税の確定申告期限は令和２年３月1６日(月)までです。
振替納税の方は令和２年4月2１日(火)が振替日です。

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

所得税の
確定申告

新入社員
入社の準備

４月から年度が変わる事業所は、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。

カレンダー
の準備

令和２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。
※令和２年４月１日からは高年齢労働者（満６４歳以上）に係る雇用保険料も徴収の対象とな
りますので、給与から控除する際はお気をつけ下さい。

雇用保険の
料率（改定なし）

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

仕事をするのは、B’zのライブに行くため
と断言できる高倉がお届けします。
小食なムスメとガッツリ肉食なムスメ、
ふたりとも大好きなハンバーガーを紹介
します！

こんなところで女子力アピールしちゃいますが
お気に入りは、アボカドチーズバーガー。
濃厚なチーズとアボカド！！！最高の組み合わせです！
ここのお店は、パティがとーってもジューシーで肉を
感じることが出来ます！！！「バンズ」「野菜」
「パティ」すべてのバランスが抜群で、大きな口を
開けてかぶりつくと口の中で、それぞれの風味が広がり
ます！！！ハンバーガーがおいしいのはもちろん、
付け合わせのフレンチフライも絶品です(*´艸`*)
中はホクホク、外はカリカリ。何個でも食べられそう
なフレンチフライです。ちなみに、肉食女子のムスメ
はパティが2枚 チーズ増量のダブルダブルを
あっという間に完食します♪

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/

