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＊今月のことば＊
〇どうにかしたいと思えば道は拓ける○
何としても二階に上がりたい、どうしても二階に上が
ろう。この熱意がハシゴを思いつかせ、階段を作りあ
げる。上がっても上がらなくてもと考えている人の頭
からは、ハシゴは生まれない。（松下幸之助氏）
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私たちは、「売れる」ことより「結果がでる」ことにこだわった
商品づくりをすることに最も力を入れています。「今売る」こと
に特化している商品が多い中、弊社では、独自の原料を使い、ど
こにもないレシピで、結果にこだわって商品を作っています。毎
年、新たに２～３種類のＰＢ商品を開発し、発売していますが、
どのＰＢ商品も息の長い商品となっているのは、結果にコミット
できているからだろうと思います。

<お客様インタビュー>

サプリメント× キタデ

「サプリメントで健康長寿県

ふくいを後押しする」

本日は、今年で創立25周年を迎える株式会社ファミリーライフサイエンスの
髙村社長にインタビューです！御社の仕事・業務内容を教えてください。

なるほど！お医者様お墨付きのサプリってことですね！その中でも
特に力を入れていることは何ですか？

はい。弊社はサプリメントの企画・製造・販売をしています。特に「ド
クターズサプリメント（メディカフード）」に力を入れています。簡単
に言うと「医者が使うサプリメント」です。全国の病院やドクターと提
携して、弊社商品を使ってもらっています。社内には、薬剤師や登録販
売者を配置して、薬事法を遵守し、正しいサプリメントの在り方を伝え
るのも我々の大事な仕事です。

毎日届く弊社サプリメントの愛用者からの喜びの声です。そして、この感動を作っているのが
社員達です。私が作った商品に生命（いのち）を吹き込み、輝きをもたらすのが社員です。
時には、私が考えた商品コンセプトと違う方向に向かう時もあります。でも、社員達は、セッ
ションを重ね、何かのきっかけで新しい発想を紡いで、結果を導いた時、その商品は新たな輝
きを身に纏うことになります。その瞬間は感動そのものです。私が持っていない感性をもつ社
員達と仕事をすることは感動に繋がることが多くあります。

これまで仕事をしてきて一番感動したエピソードは何ですか？

なるほど～。髙村社長の社員への思いやりがよく分かります！
最後に、3～5年後の将来のビジョンを教えてください。

この田舎、我が街「福井」で、人の役に立ちたくて始めた仕事ですが、都会で仕事をしたほうが
情報量やあらゆる面でプラスがあるのだろうと思います。昔、都会への進出も考えたことはあり
ました。でも、年を重ね、この福井だからこそ作れる商品があることに気づかされています。健
康長寿県ふくいから発信するサプリメントこそ弊社の一番の自慢です。今年、創業２５周年を迎
え、様々な企画を考え施行していきますが、次の目標は５年後の３０年。ネガティブな言い方で
すが新しいことや大きなことは考えていません。紡いできた信用を裏切らないように、福井人ら
しくコツコツと仕事を積み重ねていきたいと思います。

株式会社
ファミリーライフサイエンス
代表取締役 髙村正輝

会社情報
株式会社ファミリーライフサイエンス
〒918-8237
福井県福井市和田東1丁目2325
フリーダイヤル0120-69-1174

HPはこちらから！http://www.fls-pine.jp/

髙村社長ありがとうございました！！詳しくは、会社HPをご覧ください。

PGはプロテオグリカンという成分から来て
います。楽しく歩くことをサポートするド
リンクです！また、肌にも良いプロテオグ
リカン。
「プロテオグリカンはね、手がすべすべに

なるんだよ！」とプロテオグリカン発祥の

地でもある青森県の三村知事。

商品名：GPS（G-Pine Silver（ジーパイン
シルバー）
２００３年に発売した五葉松種子オイルを
主原料に作った商品です。
47都道府県で販売しており、全国
の皆様にご利用いただいております！

商品名：「ATPG
PLUS」ごくごく
飲めるサプリとし
て好評発売中！！
(写真上）



北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。
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▼特定技能1号

・ 相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務につく外国人向け

※ 資格取得後、5年間滞在できるようになるが、家族を呼び寄せることはできない。

▼特定技能2号

・ 熟練した技能を要する業務につく外国人向け

※ 在留資格を無制限に更新可能で、事実上、日本に永住可能になる。家族も呼び寄せられる。

深刻な人手不足を背景に2019年4月
より、外国人の単純労働が解禁へ！

①労働力の確保
②異文化との交流による職場内活性化

(外国人労働者が自国を紹介する機会など)
③特に地方での人材不足を補う

☞ 現状について

これまで単純労働とみなされ、在留資格が認められな
かった職種においても、人材不足が深刻な分野に限り
就労が認められるようになります。

今回、示された改正案は、「特定技能１号」「特定技能２号」という在留資
格を設けることで、より長く日本に滞在できるように変更するものです。
在留資格についての改正案の要点は以下の通りです。

さて、ここからは新たな外国人労働のルールを紹介します！

☞ そもそもこれは、どんな法案なの・・・？

「特定技能1号」については、技能実習
を3年修了した者は無試験で移行する
ことが可能。これにより、技能実習と合わ
せて最長10年間の就労継続が可能。

「特定技能」を取得するには業所管省庁
主催の試験があり、技能実習から1号の
資格に変更したり、1号から2号に移行で
きたりすることも可能とする。

☞ 対象の業種は・・・？

「特定技能」の対象となる「14業種」で受け入れ
が可能となります。
14業種は以下の通りです。

▼14業種

介護、ビルクリーニング、農業、漁業、

飲食料品製造(水産加工含む)、素形材産業、

産業機械製造、電子・電気機器関連産業、

建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、

宿泊、外食(飲食サービス)

☞ 今回の改正法案で分かっている概要

今後増加する外国人の管理のため、本年4月より法務省入国管理局が格上げされ「出入国在留管理庁」になることで、出入国管理体制が一層強化されるこ
とになります。今回の法案について、問題も山積しています。企業に対して「日本語教育を含めた生活支援」「不法滞在への対応」を求める動きがあるなど、今後
の動向には要注意です。また社会保険では、「健康保険」「厚生年金」の適用範囲（家族、扶養配偶者など）も詰めるといわれています。対応策を受けて、外
国人労働者を受け入れる企業側の体制をしっかりと整えていかなければなりません。また、既に技能実習生を受け入れている企業については、国の対応策に従っ
て、現行の雇用契約などを見直すこともあるかもしれません。労務管理体制を万全にすることで、トラブルを回避していきましょう。

新・在留資格「特定技能」
では転職可能。同じ業種
内でなくても技能に類似性
があればよい。

今回の法案成立に際して、まだまだ多くの課題が残っていますが、分かっていることもあります。
以下の内容については、執筆時点(2019年1月17日現在)の情報です。

☞ まとめ

今回の改正案によって、
外国人労働者の増加で期待されること

外国人労働者と受け入れ側の企業がwin-winの関係であり続けるために、お互いにルールを守り、お互いの人権を尊重す
ることが根底にあるのではないでしょうか。外国人労働者が、自分の働く会社、引いては日本という国を、祖国の家族に自慢
できるような関係性になるといいですね。
政府の対応策がまとまり次第、今後も事務所ニュースで情報を発信していきます！

最後に、外国人労働者へ期待されることは、一体何でしょうか？考えてみましょう！

※但し、各分野において受入れ
人数を定め、また、外国人が大都
市圏に集中しないような措置を講
ずるとされています。

現在、約146万人(前年比14.2％の増加)の外国人が日本で就労し
ています。そのうち、最も多いのは、永住者や日本人の配偶者等の就労
制限のない外国人ですが、近年では、技能実習生と留学生のアルバイ
トが増加しています。

外国人労働者数(※2019年1月25日発表 厚生労働省調べ)

永住者や日本人の配偶者など、身分に基づく在留資格の外国人

留学生のアルバイトなど

技能実習生

就労目的の在留資格(高度な専門人材)

49万5,000人

29万8,000人

30万8,000人

27万6,000人

就労を本来の
目的とする在留
資格は全体の
19％にすぎませ
ん！！

現在の在留資格で就労可能な
仕事は専門的・技術的分野の
職種に限定されており、単純労
働は禁止されています。
このため、現在最も人材不足が
深刻な分野の労働力の確保とし
て、新たな受け入れの枠組みと
して設けられたのが、

「特定技能」なんです！



介護休業とは？？ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間に渡り常時介護を必要とする家族の介護のために
法律に基づいて一定の期間休業することができる制度です。

介護休業は、育児休業に比べると認知度も低く、利用率も低いのが
現状です。しかし高齢化社会が進むと同時に介護休業を必要とする

労働者が増えていく事は確かだと思います。そして、介護休業が必要とな
る労働者の多くは、責任もあり、中心となって働いている様な働き盛りの

年代ではないでしょうか。就業規則などに定めることももちろん大切
なのですが、実際に介護休業を取得する労働者が出てきた場合、

どのように仕事をフォローしていくか、社内の体制も整えていく必要が
あります。

介護休業の期間は93日と育児休業に比べると非常
に短く感じますが、それは、本人がつきっきりで介護をするためだけのものではな
いからです。厚生労働省のHPには「介護休業制度は、介護を要する家族を
抱えた労働者が雇用を継続していくためには、少なくとも介護に関する長期的
な方針を決めるまでの間、当面家族による介護がやむを得ない期間について、
緊急的対応措置として、休業ができるようにすることが必要であるという観点
から創設された」との記載があります。介護が長期に渡る場合、本人がつきっ
きりで介護をしていくには限界があります。介護の為に退職してしまうと、その後
の生活が困窮する事も考えられます。そうすると、施設や介護サービスの利用
などを視野に入れていく必要があるでしょう。しかし、今日言って明日からすぐに
サービスを受けられたり、介護施設に入所できるものではありません。93日間
という法に基づいた介護休業の間に、介護が必要な家族をどのように支えてい
くかを考え、その為に必要な施設やサービスについて調べ、準備や手配を行い、
仕事と介護を両立する為の環境を整える準備期間として介護休業制度があ
るという事になります。また、介護休業給付も介護休業終了後に復帰する事
が前提の給付金です。

本人

祖父母

兄弟姉妹

孫

子
※養子含む

配偶者
※事実婚含む

父 母

祖父母

父
※養親含む

母
※養親含む

介護休業の対象となる労働者は？？
①日雇労働者を除くすべての労働者
②期間雇用の労働者で申出時点において次のいずれに

も該当する労働者
a.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている。
b.介護休業の取得予定日から起算して93日を経過

する日から6ヶ月を経過する日までの間に雇用契約
が満了し、更新されないことが明らかでない。

日雇労働者を除くすべての労働者が対象ですが、労使
協定を結ぶことにより以下の労働者は除外されます。

①入社1年未満の者
②申出の日から93日以内に退職する事が明らかな者
③1週間の所定労働日数が2日以下の者

介護休業の対象となる家族は？？
対象家族の範囲は、配偶者、父母
及び子、配偶者の父母、祖父母、
兄弟姉妹、孫となります。
配偶者には、婚姻届の届出をしてい
ないが、事実上婚姻関係と同様の事
情にある者を含みます。
また、父母及び子は、養子や養親も
含みます。

介護休業ができる期間は？？
対象家族１人につき、３回まで、通算して93日を限度とし、原則として
労働者が申し出た期間です。
93日の範囲内で、分割して取得できます。

介護休業中の給与の支給は？？
介護休業期間中の給与に関しては、事業主に支給する義務はありま
せんが、雇用保険の被保険者であれば雇用保険から賃金月額の67％
の介護休業給付金が93日を上限に支給されます。
※手続きの内容や受給できる要件に関しては、細かい部分もありますの

でお問い合わせください。
※社会保険料は免除になりません。

常時介護を必要とするとはどう判断すればいい？？

あるのは知っているけど・・・
介護休業ってどういう制度ですか？？

「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合であること。

(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

(2)状態①～⑫のうち、2が2つ以上又は3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

状態

項目

①座位保持

(10分間1人で座っていることができる)
自分で可

支えてもらえばできる

(※3)
できない

②歩行

(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩

くことができる)

つかまらないでできる 何かにつかまればできる できない

③移乗

(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移

るなどの乗り移りの動作)

自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

④水分・食事摂取(※4) 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑤排泄 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑥衣類の着脱 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑦意思の伝達 できる ときどきできない できない

⑧外出すると戻れない ない ときどきある ほとんど毎日ある

⑨物を壊したり衣類を破くことがある ない ときどきある ほとんど毎日ある(※5)

⑩周囲の者が何らかの対応を取らなけ

ればならないほどの物忘れがある
ない ときどきある ほとんど毎日ある

⑪薬の服用 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑫日常の意思決定(※6) できる
本人に関する重要な意思決定

はできない(※7)
ほとんどできない

(※1)　各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分手で支えて自分でできる場合も含む。

(※2)　各項目の2の状態中、「見舞り等」とは、常時の付添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為

　　　　　の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。

(※3)　「①座位保持」の「支えてもらえばできる」には背もたれがあれば1人で座っていることができる場合も含む。

(※4)　「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守る事や、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。

(※5)　⑨3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとん毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。

(※6)　「⑫日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。

(※7)　慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する

　　　　　重要な決定への合意等(ケアプラン作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。

常時介護を必要とする状態に関する判断基準

1(※1) 2(※2) 3

厚生労働省より下図のような判断基準が出ていますが、それより程度が軽
い場合も個々の事情に合わせて労働者が仕事と介護を両立できるよう、柔
軟に運用する事が求められます。

介護休業の期間が短いのはなぜ？？

厚生労働省ＨＰ参照



２月１8日（月）より確定申告の受付が開始されます。
期限は３月１5日（金）です。

4月から即実践！！！ご好評をいただいている研修です！

◆開催要項◆
日時：３月28日（木）・29日（金） ９：３０～１７：００
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：50名 ※詳細、お申し込みは↓
https://synergy.kkr-group.com/2018/10/10/2019newemployee

★残り席数 15席 1/29現在

＊今月のお知らせ＊

所得税の
確定申告受付開始

2019年
新入社員研修
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こんにちはっ♪ホッと息抜き4面コーナーに、久々の登場となりま
した新井です。働き方改革という言葉があちこちで聞こえてます
が、個人的には、“休み方改革‼”という言葉の方が好きです。
働くときは働いて、休みはおもいっきり楽む♪わたしの休日は、
休息ではなくパワーになります！充電充電‼年末年始、
ちょっと東京まで、ひとっ飛びして美味しいもの楽しいことして
きたので、少しだけご紹介しまーす‼今年のカレンダーは連休
多め⁉なので、ぜひ“休み方改革‼”楽しんでください(*’▽’)

朝ごはんを食べよっと！

スイーツの時間よ…！

豊洲市場『大江戸』さん

40階で猫を助ける。

朝の散歩。
晴海大橋‥‥( ;∀;)

デジタルアート

はだしで…五感を٩( ‘'ω'' )و

福井駅構内『今庄そば』さん
でも一番安心するのは…

豊洲市場で「朝ごはんを食べよう★」。年末、書きかけ
の年賀状と慌てて詰め込んだ荷物を持って、バタバタと東京行きの高速バス

に乗ったのはこのため(*ﾉωﾉ) 朝7時‼下調べ無しで、豊洲市場で
朝ごはんを食べたいという気持ちだけでふらりと来ましたが、
市場のお寿司屋さんや海鮮丼屋さんの行列に
ちょっと驚き。ちょっと朝ごはんにはお高いが、来
たからには最高の朝ごはんを食べよう！小6の娘
と並びました、海鮮丼店『大江戸』さん。今日の
おススメは寒ブリだね～！と店員さん。混雑もスム
ーズに‥注文は、セルフオーダーシステム使用。
まぐろやサーモン、寒ブリが豪快にのった新鮮な海鮮

丼とあら汁を頂きまし
た。・・満足。朝から
満腹です٩( ‘’ω’’ )و
満たされました!!!

豊洲に行ったもう一つの
理由。チームラボプラネッ
ツ。はだしになって、暗い
お湯の中歩いて、光がす
ごくて、迷子状態・・これ
は、喜びますわ、子供。

大人も五感がくすぐ
られます(*’▽’)§

新宿で

『Original PANCAKE HOUSE』

スパイになる。

何する、何するー⁉、寒くないのがい
いな！と検索してでてきたのが、スパ
イ体験。小学生大喜び‼いや、大人も。謎解き
ゲームのような感じでしょうか。ワクワクが止まりませ
ん・・。全然クリアできず、再挑戦しようね、と誓い
ました笑。

ふらり新井一行が次に見つけたのが、
VR体験‼東京は、歩けば、面白そ
うなものにぶつかりますね笑。VR、室
内アトラクション。へんてこなメガネ？
をかけて声をあげながら川下りしたり
する姿は、傍からみてるだけで面白い
です。わたしは、ビルの40階で猫を助
けてきました。→この姿で案の定
子供たちに笑われました (;’’∀’’)

遠出して、福井駅に到着。
改札あたりから、
ふわぁっと漂う、立ち
食いそばの匂い。
ついつい、入っちゃい
ますよねぇ(*’▽’)

女子の集まりには、スイーツが欠かせません(*ﾉωﾉ)
“新宿、パンケーキ”で、検索して出てきたのが、この
『Original PANCAKE HOUSE』。写真を見ただ
けでも、フワフワしてるぅ・・と即決めして直行～笑。
このお店は、60年以上アメリカで愛されている
パンケーキ店とのことで、アメリカ全土140店舗、
日本でも、東京の他、大阪や福岡、大分、宮

崎など全国あちこち9店舗程展開しているようです。
さてさて、お味は… 「うまぁー‼」 「ふわふわー‼」

「とろとろぉ～‼」「ほぉぉぉぉぉぉ…‼‼‼」
・・・( *´艸｀) ←写真の通りです笑
見本のサンプルが大きいので、
パンケーキの他、ダッチベイビー

（端がパイ生地のパンケーキ）
とろとろチーズポテト、チリコ

ンカンナチョスなど、いろんな
メニューを注文しシェアしました。

・・・満足。どれも美味し～～い。
満たされました～～‼

朝から散歩したかった訳
ではないのですが、土曜
日開いている郵便局を
探すため、豊洲から晴海大橋を渡り、晴海郵便局へ・・・。
晴海大橋、勾配キツイですー(-”-) ただ、ご褒美でしょうか、
景色は最高っ★気持ちが良くて、子供と走って筋肉痛です。

さん
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