
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＊

今、あなたの会社で求められる人材とは・・・？

それは、自立型人材です！！！！

★ コスト意識を持った社員
★ 自ら動く社員
★ 社長の想いを実践してくれる社員 です。

【弊所の自立型社員の育成例】

① 全社員、日々の業務の工数を
徹底入力。

★1つ1つの業務にかかった時間
を見ることで業務内容の分析がで
き、数字(コスト)を意識するように
なる。

② 3ヶ月に1度の行動目標の
自己設定。

★高い目標を設定することで、達
成に向けて日々の行動が変わる。
行動が変われば成果が目に見え
てくる。それによって評価が上がり、
チーム全体の質の向上に繋がる。

③ 全社員への業績公開。
★月１のミーティングで、業績の
現況を代表自ら全社員へ説明し
ている。年度当初の目標数値と
達成率の比較、更に前年度と今
年度の達成率の比較を公開し、
数字から、部門毎の課題を見つけ
出し、課題解決に向け、強化する
為に、考え行動するようになる。

このような社員がいるということは、会社にとって何より大きな財産と言っても過言ではあり
ません。上記のような高い意識を持つ社員ばかりで会社が成り立っていたら？
運営側は安心して業務を任せることができ、会社全体の業績は高まり、骨太で勝ち残れ
る会社となっていくでしょう。

～自立型人材育成塾～
【日時】2019年7月19日(金) 9:30～16:00
【会場】福井県自治会館602会議室
【費用】23,000円(顧問先様)/25,000円(一般のお客様)

【定員】20名
https://wp.me/s9UC4u-20190719
申込期限：2019年7月16日(火)

こんな社員さんがうちに来てくれたらいいなあ…という皆さま。
残念ながら、ただ待っているだけではこのような社員は現れません。
ではどうしたらよいのでしょう？
そうです、育てるしかないのです。会社は人づくり。でも中々時間も取れない、
どんな風に意識付けをしたらいいか分からない、というお悩みをいただき、
弊所では『自立型人材育成』のお手伝いを積極的に行っています。

理想の社員像について、我々が経営者様からよく耳にするのは・・・、

対象者は、
・ 社会人3年くらいの若手社員
・ これからリーダーを担っていく中堅社員
・ 数字(コスト)を意識すべき営業職の方 等を中心に、
指示待ち人間からの脱却、コストを意識して行動できる社員
になれるヒントをたくさんお伝えします！！！

【講座内容】
・自分を知る
(自己採点、プロの仕事とは)
・会社の数字を知る
(自分の給料と会社の業績について
知ることで考え方行動が変わる)
・指示待ち人間からの脱却
(主体性の発揮、一番になれること
を見つける)
・行動目標を立てる
・デキる社員の仕事のススメ方

自立型人材
育成を目指す
会社様必見
です！

弊所では
こんな取組を
しています！

〇成果を上げるには意思決定を正しく行う○
成果を上げるには、重要な「意思決定」に集中しなければ
ならない。不変のものを見なければならない。そして、
問題の根本をよく理解して決定し、その意思決定の早さを
重視してはならない。（ドラッカー）

https://wp.me/s9UC4u-20190719


北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。
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【新キャラ】
ニックネーム：サブロクさん
職業：社会保険労務士補助
勤務先：北出経営労務事務所
年齢：満36歳（今年はネタになると思ってる）
講習経験：初めて（根拠のない自信あり）
好きな言葉：「0ベース」「愛」

さて、いよいよ2020年4月から時間外労働の上限規制が中小企業にも導入されます。それに伴い、36協定の様式も変更になる
のでよ～く聞いて下さいね。途中眠くなった方は顔を洗いに行っていただいて結構ですので是非最後まで聞いて下さいね。

36協定 編

～働き方改革～

正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。法定労働時間（1日8時間、週40時間）を超える時間外労働及び休日
勤務などを命じる場合、労使間で締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。まずは36協定を監督署
へ届け出なければそもそも時間外労働をさせることはできないのです。

北出経営労務事務所
臨時補助員サブロクさんに学ぶ
働き方改革講座

もとより時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間と法律に定められていました。ところが、従来の36協定で特別条項を
定めた場合には年6回を限度として、原則の月45時間・年360時間を超え、青天井で労働させることが実質可能となっていました。
今回の労働基準法の改正では、特別条項に係る上限が年720時間と定められました。つまり、労働時間の上限規制とは、従来の特
別条項により青天井であった部分に天井ができたという表現にも置き換えられます。少し難しい説明かもしれませんが、ここまで
は大丈夫でしょうか!?また、年720時間の天井ができたことに加え、特別条項を定める場合は月100時間未満(休日労働を含む)に
とどめること、2ヶ月～6ヶ月の平均80時間以内(休日労働を含む)という条件が新たに定められました。

36協定は2020年4月より新様式での届出となります！
大きな特徴としては、3つあります。

はじめまして、サブロクと申します。本日は簡単に36協定の話しをします。

②限度時間を超えた場合の
対応に関する記載欄の追加

③時間外労働及び休日労働を合
算した時間数について☑の追加

※厚生労働省HPより抜粋

これまで以上に「法令遵守」
が意識された様式であること
は一目瞭然で、特別条項を定
める場合は別で1枚作成する
ことになりました。
記載についてもこれまでより
細かな内容が求められること
になります。

ところで皆様、36協定はご存知ですか？

ではさっそく本題に入ります・・・。時間外労働の上限規制を解説します。

なんと、違反企業には罰則として「6ヶ月以下の懲役」また
は「30万円以下の罰金」が科せられるようになり、程度に
よっては厚生労働省によって企業名を公表されます。これは
知らなかったではすまされません。使用者は気を付けないと
いけませんね。

2020年4月から様式が変わります!!

36協定だけでも留意事項は沢山!!
①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめること。
②使用者は、36協定の範囲内であっても安全配慮義務を負うことに留意
すること。
③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を
明確にすること。
④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360間)を超
えることはできない為、超えて労働させる必要がある場合はできる限り
具体的に定めるよう努めること。
⑤1ヶ月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間を超え
ないように努めること。
※目安時間 1週間：15時間、2週間：27時間、4週間、43時間

⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするよう努めること。
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること。
⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時
間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めること。
36協定ひとつとっても様々な意味が込められていることが分かります。

法改正の本質を考えてみましょう。
なぜ時間外労働の上限規制が導入されるのでしょうか・・・。
本質をもう一度考えてみましょう。
長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の
両立を困難にし、少子化の原因、メンタルヘルスの不調の原因と
なっています。
長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改
善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結び
つきます。このような働き方改革は、多様な働き方を選択できる社会
を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとり
がより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しているのです。
働き方改革が目指すものはなんなのか・・・。
まずはその本質を理解することが非常に重要です。

①労働保険番号、法人番号の
記入欄が追加

以上で私の講義を終わります。

講義にお付き合いいただきありがとうございます。
働き方改革で何から手をつけていいのか分からない
という方も多いのではないでしょうか。
しかしご安心ください。私を含めて、弊社社員一同、
皆様を全力でサポートさせていただきますので、お気軽に
お問い合わせ下さい。

罰則もあるんです・・・。



採用に悩む企業様にとって、業務に必要な資格を保有している人を採用できればいいのですが、
保有資格を限定してしまうと、昨今の人手不足の折、採用できないことが現状です。人員確保の
ために、入社後に費用をかけて教育していくことは、これから当たり前になるかもしれません。
資格取得支援制度があることで採用が増えても、取得後退職者が出るということは会社の仕組みや社内
コミュニケーションの問題があると言えます。資格を活かした仕事をしてもらう、保有資格によって
評価が上がるなど会社に不満が出ないような退職を防ぐための
仕組みを整えることが大事です。
また、費用補助ではなく、貸与とすることで早期退職時に
費用の回収が可能となります。借用書の作成や、ルールの
作成について、アドバイスさせていただきますので
お気軽にお問い合わせください。

キャリアアップのための資格取得

支援制度があります！費用を全額

援助します。資格取得したとたん

退職届が出てきました！援助した

費用を返してもらってもいいの？

仕事をするうえで、資格がないと仕事そのものができない場
合がありますね。
建設業であれば、重機のオペレーター
不動産会社であれば、宅建 ・・・
県や市の入札に際しても「この資格を持っている人がいない
と入札に参加できません」ということがあります。そこで、
会社としては資格保有している人を雇用できればいいのです
が、採用難の昨今難しいことです。未経験者を雇い入れて人
材育成を行うことになります。公的資格、民間資格に関わら
ず、会社が業務命令で資格取得をしてもらう場合、
費用は会社負担となります。

公的資格、民間資格は、有効期限があるものでない限り、
取得した本人が一生使えるものです。募集要項に、「資格
取得支援制度あり」と記載されているからと入社する方も
少なくありません。
資格取得支援制度を利用し、自発的に資格取得を申し出て
取得した後に退職届を出す方がごくまれにいます！
免許/資格によっては高額な費用が発生しているにもかかわ
らず、退職の申し出があった場合、費用の返還を求めるこ
とは、自然の流れになると思われます。

就業規則に返還を

明記しても、

無効になる

可能性なる大

では、
どうすれば
いいでしょう？

1. 資格（免許）取得支援を行う資格（免許）を明確化
2. 支援費用を、費用の貸与とし借用書を作成する
3. 費用の返済を免除する期間を定める

就業規則に返還を

明記することで、

解決？

なぜなら

状況によって
判断されます！

お問い合わせは
北出経営労務事務所

0776-58-2470

キャリアアップのための取得→費用返還請求できるかも

業務上必要なので業務命令によって取得→返還請求不可



＊今月のお知らせ＊

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

年度更新は７月１０日（水）までが申告・納付期間となります。
同封のパンフレット等をご覧いただき、期間内に忘れずに申告・納付をお願いいた
します。

社会保険
算定基礎届

日本年金機構から書類が届きましたら、全被保険者の3か月間（4～6月支払分）の
総支給額の平均額を届出してください。提出期限は７月１０日（水）です。

高年齢及び障害
者雇用状況報告

高年齢→従業員30人以上規模の事業所
障害者→従業員45.5人以上規模の事業所
毎年6月1日現在の雇用状況を、本社を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）に
報告して下さい。提出期限は7月1６日（火）です。

報告の対象となる会社

※例年、７月31日が提出期限となっている全国健康保険協会（協会けんぽ）への提出物である
「健康保険被扶養者状況リスト」については、リスト送付が９月上旬から10月下旬となり
提出期限が令和元年11月20日（水）へ変更となっています。

嗜む（たしなむ）･･･好んで親しむ、愛好する。
楽しむ･･･好きな事をして満足を感じる、実感して愉快になる。

この言葉を「食」と「福井」にからめますと、
「蕎麦をたしなむ、福井をたのしむ」

ｂｙ やす竹さん
すごく深くないですか？！
私この言葉に胸を打たれまして、この人が
作る蕎麦が食べたい!!って思いました。
そんな深い言葉・思いを持っている亭主
のお蕎麦はどんなものなんだろう、、、と。
今回ご紹介するお店は、福井市文京
にあります蕎麦・天麩羅 やす竹さんです。

おろし蕎麦を是非ご堪能下さい!!
おろし蕎麦を単独指名してしまいましたが（笑）、是非食べていただきたい

です。おろしがパンチの効いた辛さで、そばの旨みを引き立ててくれます。
私個人的にはこのおろしにやられました。そしてダシが旨い!!私一口食べたあとに
次のような言葉がでました。「あ、またここ来よう」何とも早い次回予約（心の中
で）。それくらい美味しかったので自然とそのような言葉が出てしまいました。そして
なんと麺が太打ちか細打ちかをチョイスできます！選択の幅を持たせてくれるやす
竹さんの配慮いいですよね。

蕎麦だけではなく、天麩羅も絶品!!
店名に蕎麦・天麩羅と書かれてあるように天麩羅もとても美味しいです。

さっくさくの食感+塩で味わえる天麩羅は最高です。食べ終わった後、天麩羅を
敷いていた敷紙に全く脂うつりがしていないところは職人のワザを感じます。最近
油っぽいものを食すと胃もたれしがちな私にもやさしい且つ美味しいがついてくるっ
て良くないですか？！

←細麺

太麺→

体験ストーリー in やす竹さん

これ伝票です、角形。
おしゃれー

私が心打たれた言葉も書か
れています。小パンフレット。
レジ横にありますよー。

お店に行ったその日は結構な雨が降っていたので中に
入った時には服が雨で濡れてしまいました。そんな私を
見た店員さんは、「雨大変でしたね、大丈夫でしょう
か？」と満面のスマイルで声をかけてくれました。優し
い、、。店員さんの接客がとても温かいです。私の子供
にも優しく笑顔で話しかけてくれて、子供も嬉しそうでし
た。そのせいか「また行きたい」と言っていました。そんな
素敵な体験もしました。あと斬新なサービスとして、レジ
横に「４円までならご自由にお使い下さい」と小銭
BOXあり。笑 小銭サービスでまた一つ会話が生まれ
ましたよ。（もちろん店員さんの素敵な笑顔つき!!）

小銭サービス
（1円～4円）


