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＊今月のことば＊
〇人手不足と環境のせいにせず、自社を変える○
人手不足は人口減少社会において変えられない事実。欲しい人材、
定着する人材をいかに確保し、力を注ぐかが中小企業の人材戦略。
弱者である中小企業は、自社独自の人材戦略で生き残りをかける。

ノベルティ・舗装飾・総合印刷のプロフェッショナルカ

ンパニー 封筒印刷・封筒作成専門店 DM発送

おまかせ便挨拶状 印刷専門店【挨拶状の匠】名入

れボールペンの作成なら名入れペンEXPRESS カー

ド印刷の専門ショップ「カード王国」のぼり旗制作・

販売専門店【のぼり屋さんドットコム】ネック

ストラプオリジナル名入れならストラップEXPRESS
トロフィー・楯・社章・記念品の専門店「Axiaアクシ
ア」卓上カレンダーの名入れ、オリジナルカレン

ダー制作 名刺印刷・名刺作成なら東京名刺ランド

JUSTBOARD レジロール・サーマルロール・感熱紙・

券売機ロールの専門店「JUSTロール」クリアファイ

ルの専門サイトクリアファEXPRESS 印刷の販促ノ

ベルティの通信販売なら 「ギフトマイスター」
ノベルティ・名入れ販促品・記念品の専門店 名入れ
プリント 看板の制作・販売専門店【サインパート
ナー】 名入れバッグ、不織布バッグの専門店「トー
トバッグEXPRESS」ビジネスシーンを彩るワンランク

上の筆記具、高級ボールペンを取り揃える通販サイト

Penstory ラミネートフィル

ム専門店【JUST Laminate】
チラシ印刷、フライヤー印刷、リ
ーフレット印刷、印刷のことなら

「いんさつ屋どっとびず」クリアファイルの専

門サイトクリアファイルEX
PRESS 袋・包装資材の専門サイト

JUSTPACKAGE カタロ

グスタンド・カード立て

専門店【カタログス
タンド屋さん】
ご家庭用・
オフィス用の組み合わせ
収納ラックの専門店

「ラック＆ラック」
サインパートナー
レタートレー販

売のジャストコー
ポレーション名刺
作成の必需品
名刺作成をトータ
ルサポート 電気
スタンド・オフィス照
明の新たな省エネス
タイル
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代表取締役
折藤寛之 社長
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＊今月のことば＊

当社には誇りに思うスタッフがいます。 「他社ではできないと
いわれた商材」を可能にする自立型集団を目指します！

株式会社ジャストコーポレーション
〒918-8216 福井県福井市殿下町46-3
TEL:0776-52-3000 https://www.just-shop.jp/corp/

あの時無理と言ってたことが、フツウになる。 “個々の限界突破”が
当社のポテンシャルはもっと上にあると思えるきっかけとなりました。

よく聞かれるんですよね。
ケースからはじまったのに、なんで印刷を始めたのですか？って。

創業者に「当社は、社名に職業、業種名がついていない。なんにでもできる。業態を変えて時代を変えて。
お客様目線を忘れず、変わっていく会社こそが強い。」と教えられてきました。時代と共に業態の変化を選ん
できたのが創業者です。昭和63年、レンタルビデオ店のケース開発をきっかけに事業拡大、レンタルケースで
高いシェアを獲得しましたが、インターネット配信などで将来の需要の先細りを予測し、名刺ユーザーのコスト
削減、納期短縮はできないかと、印刷業を開始しました。さらにネット時代の流れを読み、早い段階で印刷
物のECサイトを全国展開。約30サイトにおよぶ店舗装飾から事務消耗品、販促品と幅広い商材の専門サ
イトを運営。展示会に行くと社名は知られてないこともあるのですが 、多くの来場者から「屋号
知ってる! 使ってる!」との声を頂くんですよ！現在は、SDGsの表明を行いプラスチック素材や使用する紙を
ECO化する等の取り組みの中で当社が社会貢献をどのくらいできるかを考え、新たな商品開発をしています。
「今のものだけに囚われなくてよい」というのが創業から今まで積み上げられてきた当社の強みです。

(専門サイト名)

以前、クライアントからかなり無理な相談がありました。ほとんどのスタッフは「ムリです! 出来ない!」と言いまし
た。しかし、どうしても受注したいという熱意をもった一人の影響で、業務範囲を超えた各々の限界値を掛
け合わせ、難題を突破できました。その後、その案件に携わったスタッフの動きが変わりました。あの時の「出来
ない」ラインは、現在の最低ラインになり、あの時のスタッフが今、各部署に散らばり、乗り越えた力を発揮して
意思を伝承してくれています。本当に嬉しい。まずはやってみよ、彼らには格言になっているかもしれませんね
今、俯瞰的に各部署を見た時、同じような出来事が大小起こっている事に気が付きました。

あの一件で、当社のポテンシャルはもっと上にあるのではないかと思えるようになりました。

(笑)

(笑)

当社は、全国各地スタッフがおり、国内外の幅広い商材を扱っています。
取り扱いのない商品であっても、こういうものがほしいという声があれば
形にしていきます。ある時、車屋さんから店舗装飾の相談がありました。
また、スタッフの話ですが 、お客様に「もっとできることがあるんです!」
と私の知らないところで、営業とタッグを組んで企画プレゼンへと行動して
いました。スタッフ自らお客様目線とは何かを考えたことが自発的な行動となったのだと思います。
後で話を聞いたときは嬉しかったですね。これらスタッフの自立した行動を私や部門長も喜び、

認めることでスタッフの行動が自信に変わります。仕事が面白いと思えるようになりますよね。
創業者は自らがアイデアマンでしたが私の時代は組織でのアイデアマン＆自立型集団を目指します。

(笑)

ジャストコーポレーション キタデ

ケース販売から
印刷物ノベルティへ

株式
会社
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北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。
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最低賃金が改定されます!!

福井は829円に

令和1年10月4日(福井県)より最低賃金が変更になります。ほぼ毎年この時期に
改定がありますが、福井県は現状の803円より26円UPの829円となりました。昨
年改定の25円UPを上回る結果です。 ※変更日は地域によって異なります。

最低賃金

厚生労働省は、最低賃金を、全国平均1000円になることを目指しています。その背景には日本の労働生
産性の低さにあります。実際に日本の時間当たり・1人当たりの労働生産性は、世界の主要先進7ヶ国（ア
メリカ・イギリス・フランスなど）の中でも最下位の状態が続いています。今後日本が世界で生き残っていくため
には賃金の上昇で競争力をつけることが必要です。労働生産性向上の改善が喫緊の課題でもあります。

…

↓最低賃金ランキング上位と福井県 2019年

過去10年間福井県
の最低賃金の推移→

福井県の最低賃金
-2016年度から4年連続で20円UPが続いています。
（右記、福井県の最低賃金の推移参照）賃金の上
昇率は2011、2012年は1％未満でしたが、ここ3年
間では3％台で続いています。今後は3％の上昇率を
キープするのか、上昇幅を上げてくるのか注目するとこ
ろです。
他県の動向
-上位３つは昨年と順位に変動はありませんが、東京
都と神奈川県では初めて1000円を超えてきました。

また全国平均は901円、最小は790円（鹿児島県他14県）、最大は東京
都の1013円という結果です。鹿児島県は賃金は最小ですが、上昇率では１
位という結果でした。単に最低賃金のみでなく、他の項目でのランキング比較も
興味深いですよね。 各都道府県の最新の賃金状況をご覧になりたい方は
右記記載の検索方法でご確認下さい!! ☛ ☛☛ ☛ ☛ ☛ ☛ ☛

最低賃金に関する疑問点を解決致します（Q＆A方式）
Q1.最低賃金のチェック方法は？
A1.日給や週給、月給制の場合は、対象金額を時間額に換算し、適用される最低賃金と比較します。ここで最低賃金（各都

道府県で定める）を下回らないようにします。パート従業員などは時給がそのまま適用され、比較が簡単ですが、特に注意が
必要なのは月給制の方です。月給制の場合は下記例をご参照ください。

Q2.本社と支店で都道府県がそれぞれ違います、この時はどう対応すればいい？
A2.最低賃金は事業場ごと（各都道府県）の適用となります。この場合には各都道府県の最低賃金を下回らないようにする

必要がありますので注意してください。全国に事業所がある場合は福井県のみを把握するだけでは不十分ということですね。

Q3.10月4日の発効日が賃金の締め日の途中の場合、最低賃金の適用は次月度からで問題ない？
A3.いいえ、よくありません。最低賃金は公示された発効日より施行されることになるので、発効日が賃金の締め日の途中になる

場合でも発効日以降の労働に対する賃金が最低賃金を下回ると違反です。
発効日前・後との賃金を算出し、合算して支給して下さい。
※前記での対応では計算が煩雑で時間を要して困る…という方は → その賃金計算期間のすべてを改定後の最低賃金
で計算することも検討してみて下さい。特に従業員が多い事業所ではこのような対応をおこなっているところもあります。

最低賃金の計算の対象外のもの
①臨時に支払われるもの（結婚手当など）
②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与）
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われ

る賃金（時間外手当）
④所定労働時日以外の日の労働に対して支払われる

賃金（休日割増賃金）
⑤深夜割増賃金 ⑥精皆勤手当・通勤手当及び家族手当

最低賃金の確認方法（Q1で記載以外のもの）
①派遣社員 → 派遣先（他県に派遣の場合はその地域）
②出来高その他請負制 → 賃金総額÷当該賃金計算期
間の総労働時間≧最低賃金（時間額）

月給制の場合の例：就労場所-福井県

基本給 145,000円
職務手当 3,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 20,000円

合計 173,000円

労働時間/日 … 8時間
所定労働日/月 … 22日
最低賃金（福井)… 829円

173,000円－(5,000円+20,000円）
=148,000円
148,000÷176h(22日×8時間)
=841円

841円＞829円 ・・・◎

最低賃金 2019



同一労働・同一賃金に
おいて具体的にどこに
注意したらいいの？
具体的な基準がないん
だけど・・・

-注意すべきポイントは大きく分けて３つ！
①正社員と有期契約労働者との待遇差の説明ができるかどうか
②待遇の見直しにより、従業員に不利益変更とならないこと
③施行開始日までに「説明書」の準備をしておくこと

前月事務所ニュースにて同一労働同一賃金の取り組みの準備
について書きました。

URL：https://kkr-group.com/keieiroumu/2019-09.pdf

今回は、有期契約労働者の対応についてです！

A 通勤手当…正社員には支給しているが、有期契約労働者には支給していない。
待遇差の理由（適切な理由例）
理由①所定労働日数が多い正社員、有期契約労働者には支給しているが、
所定労働日数が少ない有期契約労働者には支給していない場合
理由②本社勤務の従業員には交通費実費の全額を支給しているが、
本人の都合で転居した場合に通勤手当の上限額の範囲内で支給している場合

（不適切な理由例）
理由①正社員は月額5,000円、有期

契約労働者は月額3,000円と支給
する金額を変更している場合→通勤
に掛かる費用は労働契約、職務内
容関係なく異なるわけではないため。

B 精皆勤手当…正社員には支給しているが、有期契約労働者には支給していない。
待遇差の理由（会社としての対応例）
対応例①待遇改善による対応有期契約労働者に対しても支給するが、勤務日数が少

ない場合は減額も検討する。
対応例②待遇廃止による対応 「精皆勤手当」そのものの廃止
※ただし、これまでの支給されていた正社員に不利益変更にならないか注意が必要
労使双方合意の上で、賃金規程の変更を行い、正社員に同意を得ること
対応例③業務内容見直しによる対応 正社員と有期契約労働者の業務内容が同一
でないため、精皆勤手当は支給しないこととする→上記②同様、労使双方の合意が必要。

（不適切な理由例）

理由①精皆勤手当は勤務日数
の9割を出勤した者に対し、支
給しているため勤務日数が少
ない有期契約労働者には支
給していない。

→勤務日数が多い有期契約労
働者には支給しないといけない。

C 基本給…基本給は不利益変更の合理性が認められるこ
とは極めて低いため、適切な説明が最も現実的な対応と言
えます。
待遇差の理由（適切な理由例）
理由①正社員には個人目標（ノルマ）があり、会社としてのシ

フトとなるが、有期契約労働者にはノルマはなく、シフトも希望
制としているため

理由②正社員には職務内容に変更があることを考慮した上で、
能力や経験に応じて基本給を決定しているため

理由③有期契約労働者については「正社員登用制度」
によって、能力次第で正社員になれる可能性があるため

D 賞与･･･会社の業績に応じて、支給するというもの
であれば、正社員と同一の貢献度合いに基づき、有
期契約労働者にも支給しないといけません。

待遇差の理由（適切な理由例）
理由①会社に対する貢献度合いを測るための人事評

価を有期契約労働者には行っていないため
理由②正社員には個人目標の達成度合いに応じて支

給しているが、有期契約労働者には個人目標自体
が存在しないため。

E 退職金･･･一般的に長期雇用や福利厚生を手厚
くするといった目的のため、その待遇差を明確にする
必要があります。

待遇差の理由（適切な理由例）
理由①長期雇用が前提とされていない有期契約労働

者に対して支給する必要はありません。
理由②長期雇用を前提としていない有期契約労働者

について、退職金がないことを前提に基本給を決定し
ている（退職金を含めた上での基本給）

F 福利厚生…教育制度やバースデー休暇などの特別休暇
など福利厚生は有期契約労働者と正社員の待遇差の理
由付けが難しいのが特徴です。

待遇差の理由（会社としての対応例）
対応例①待遇改善による対応有期契約労働者に対しても適

用させるといった対応です。
対応例②待遇差の理由付けによる対応 正社員にあって有

期契約労働者になぜないのか？その理由を従業員に入社
時や社内報にて伝えていくのも一つの手ですね。注意するべ
きはその際になぜ有期の期間には適用とならないのかを説明
しておくことです。

まとめ いかがでしたでしょうか？ポイントは業務内容や責任の度合によって正社員と有期契約労働者にどういった差がある
か、それによって“待遇差を説明する”ことができるようになってきます。同一労働同一賃金は、会社が“なんとなく”で決めて
いたものを明確にするための一つのきっかけ作りとして有効です。従業員にきちんと説明できるようにしておくことで、会社への
信頼も高まります。これらの内容は、以下のURLに詳細が記載されていますので、ご確認ください。

URL：厚生労働省HP 取組手順書 https://www.mhlw.go.jp/content/000540732.pdf

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



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

＊今月のお知らせ＊

標準報酬月額
の変更に伴う社
会保険料控除額
の変更です

最低賃金が
変わります

その他10月
のお知らせ

厚生年金保険の保険料率に変更はありませんが、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。10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１年７月、８月、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。

福井県の地域別最低賃金が８２９円に変わります。（←令和１年１０月４日より）
※特定の産業には産業別最低賃金が定められています。
※東京都１０１３円/大阪府９６４円（←令和1年１０月１日より）

◆年次有給休暇発生 ４月に入社された方は、今月より有給休暇が発生します。
◆３１日 ・７月～９月の労働者死傷病報告（休業４日未満）の提出期限です。

・労働保険料（延納第２期分）の納付期限です。

お待たせしました、KOBA‘Sキッチンの時間です。

今回の料理は・・・「大豆料理！」
私のモットーである早い・簡単なオススメ料理のご紹介です！
本日の料理は、「ヘルシーなものがいい…でも満足感もほしい」
という方に今晩から作っていただける２品です！
時短でできる簡単メニューですので、是非作ってみてください♪

以上、小林からの食レポでした！
次回もお楽しみに！

【食材】

★Point＆コメント★

満足感100％♪
俺の豆腐ステーキ

【調味料】

【レシピ】

①豆腐１丁を３等分に切る。
②フライパンに油をひき、豆腐が両面きつ
ね色になるまで焼く。
③豆腐を焼いている間に、ネギと玉ねぎを
薄く切る。（最後に盛り付ける）
④豆腐がきつね色になってきたところで火を
止め、焼き肉のタレをかける。

・ネギ
・豆腐
（木綿豆腐or型豆腐）
・玉ねぎ

・焼き肉のたれ

フライパンにひく油を、ごま油にす
るとより風味が増すので、おススメ
です！
最後に焼肉のたれをかけるときは、
お皿に盛りつけてからではなく、フ
ライパンの中でかけると余熱で味
がしみ込みやすくなりますよ♪

【食材】 【調味料】

【レシピ】

・ネギ
・ニンニク
・油揚げ

・味噌
・砂糖
・すりおろしニンニク

①味噌、砂糖、すりおろしニンニク、ネギ
を適量混ぜ合わせる。
②油揚げを半分に切り、①で作った具を
中に詰める。
③オーブンで焼き目がつくまで焼く。

★Point＆コメント★
味噌の量によって味の濃さが変
わってくるので、お好みの量で調整
してください♪
お酒のつまみには最高の１品で、
作るのも超簡単なのでオススメで
すよ！
あと１品でお困りの方は是非ご参
考下さい。

大豆には血糖値の上昇を緩やかにする効果が
あり、腹持ちがよい食材のため空腹になりにくく、
食べ過ぎを抑えてくれる効果もあります。
ダイエット食材としてもオススメです。

今回の料理は２品合わせて、約１５～２０分で完成しました(^^♪
準備する食材も少ないので本当に楽々料理ができました。
味噌あげ焼きはアツアツサクサクでお酒が進み、豆腐ステーキはヘルシーなのにボリューム
満点で我ながら大満足です(笑)
次回は雪が積もっている時期になりそうです。体温まる料理に挑戦予定です(*^^)v

大豆のダイちゃん
(１発屋)


