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『「本質」は決して答えではない。』

<お客様インタビュー>
パン製造 × キタデ

「本質」は決して答えではない。
答えを導いてくれる出発点だと思ってもらいたい。
「本質」を見つけることができれば、進む道が
見えてくる。
つまり「本質」探しが一番重要なことである。
（by野村克也氏 追悼 ）

「最強の一店舗を目指して」

à volonté
ア・ヴォロンテ
☎ 0776-23-2399
福井市経田2-406
営業時間/7:00～19:00

社のお仕事内容を教えて
ください。
パンの製造販売業です。小売りがほと
んどで1～2％を外部に卸しています。
オープンして19年目に突入しました。
福井のパン人口が増えたこともあり、
お客様に愛されるお店に発展してこれ
ました。お陰様で店舗拡大のお話をい
ただくこともありましたが、ビジネス
パートナーである税理士の先生に、“最
強の一店舗主義でいきましょう!”とい
う力強い言葉をいただいてから、自身
の軸がブレることがなくなり、パンの
クオリティを下げないこと、お客様が
喜ばれることを一番に日々邁進してい
ます。

仕事で感動したエピソードを教えて
ください。

株式会社
日商青柳

4年程前、足の具合が悪く手術を余儀なく
され、約2ヶ月ほど現場を離れました。
オープンして以来初めての⾧期離脱で、ス
代表取締役
タッフも不安だったと思いますが、私自身
青柳 暁 様
も心配な部分がありました。しかし実際は、
私がいなかった2ヶ月もの間、スタッフ同
士が危機感を共有し、協働して生産や売上
を落とさずにやり遂げてくれました。それ
は本当に嬉しかったです。1つ1つ積み重ね
１番力を入れていることを教えて
てきたものが、スタッフにも、更にはお客
ください。
様にも伝わっていたのだなと感じた瞬間で
今年より火・水連休になり、弊社は完全
した。これをきっかけに、以前よりもス
タッフを心から頼りにしていますし彼らを 週休2日になりました。連休にすること
で、スタッフが前よりも明るく元気に働
大事にしたいと思っています。
いてくれています。お客様にも『休みが
増えて良かったですね』と好意的なお声
がけをいただき安堵しています。私はと
にかく“従業員ファースト”を追求したい。
休みが増えた分、より仕事に集中できま
す。次は週休3日を目指していきたいで
す。店舗自体を3連休にするわけではあ
りませんが週休３日の体制にすることは、
優秀なスタッフが増えれば十分可能なこ
とだと考えています。今いるスタッフが
“この会社で頑張ってきて良かった!”と
番売れているパンは何ですか?
思ってくれたらこんなに嬉しいことはあ
りませんしそれが私の目指すべき形です。
1日500個売れているのが塩パンです。
それから食パンも人気です。パンを一口
ういうお客様に来ていただきたい
食べて感動していただけるような、そん
ですか?
な思いでパン作りをしています。ア・
ヴォロンテという店名は、フランス語で
土日は200種類くらいパンを用意してい
“楽しんで選んでください“という意味で
ます。純粋にたくさんの人に買ってもら
す。福井に色々なパンを取り入れて、
いたいです。県外から来て下さるお客様
様々な種類のパンをお客様に食べていた
も多く、ポイントが溜まったカードを出
だきたいです。定番商品を大切にしつつ、 してくれると、胸が熱くなります。焼き
季節や旬を取り入れることを心掛けてい
上がりの時間帯ごとにそれぞれ愛されて
ます。自由な発想でパン作りをする感覚
いるヒット商品を作っているので、その
＠copy 北出経営労務事務所
を大切にしていますので、これまで作っ
時間帯に合わせて1日何度も来ていただ
たパンの種類は3000近くあります。
ければ嬉しいですね。
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⫋ሙ࠾ࡅࡿࣃ࣮࣡ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㸦௨ୗࠊࠕࣃ࣡ࣁࣛࠖ࠸࠺㸧ࡶࠊࢭࢡࢩࣗ
ࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡸዷፎ࣭ฟ⏘࣭⫱ඣఇᴗ࣭ㆤఇᴗ➼㛵ࡍࡿࣁࣛࢫ࣓ࣥ
ࢺྠᵝἲไࡉࢀࠊᴗᑐࡋ࡚㜵Ṇᥐ⨨ࡀ⩏ົࡉࢀࡲࡍࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ
ࣃ࣡ࣁࣛࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࠊࡢࡼ࠺࡞㜵Ṇᥐ⨨ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ĲįΩχΧρཡগந౾༹͈ଷا

×

ĴįΩχΧρ͈႕া

ᅇࡢࣃ࣡ࣁࣛ㜵Ṇᥐ⨨ࡣࠊປാ⟇⥲ྜ
᥎㐍ἲࡢ୰࡛ࠊ┦ㄯయไࡢᩚഛ➼ࡢ㞠⏝⟶⌮
ୖࡢᥐ⨨ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࠊࡲࡓᚑᴗဨࡀ♫
┦ㄯ➼ࡋࡓࡇᑐࡋ࡚┈ྲྀᢅ࠺ࡇ
ࡢ⚗Ṇࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⾜ᮇࡣࠊ
ᴗࡀᖺ᭶᪥ࠊ୰ᑠᴗࡣᖺ
᭶᪥㸦ᖺ᭶᪥ࡲ࡛ࡣດຊ⩏ົ㸧࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᣦ㔪࡛ࡣࠊࣃ࣡ࣁࣛヱᙜࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿヱᙜࡋ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊࠕ⢭⚄ⓗ࡞ᨷᧁ࡛ࠖࡣ௨ୗ
ࡢࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
>ヱᙜࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ@
ᴗົࡢ㐙⾜㛵ࡍࡿᚲせ௨ୖ㛗㛫ࢃࡓ
ࡿཝࡋ࠸ྏ㈐ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺

ĳįΩχΧρ͈݅
ᅇࠊࣃ࣡ࣁࣛࡢᐃ⩏ࡀࠊࣃ࣮࣡ࣁࣛࢫ࣓
ࣥࢺ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᣦ㔪㸦௨ୗࠊࠕᣦ㔪ࠖ࠸
࠺㸧ࡢ୰࡛᫂☜ࡉࢀࠊ⫋ሙ࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ
ࡿձඃ㉺ⓗ࡞㛵ಀࢆ⫼ᬒࡋࡓゝື࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ղᴗົୖᚲせࡘ┦ᙜ࡞⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓࡶࡢ
ࡼࡾࠊճປാ⪅ࡢᑵᴗ⎔ቃࡀᐖࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊձ㹼ճࡲ࡛ࡢせ⣲ࢆࡍ࡚‶ࡓࡍࡶࡢ
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ᐈほⓗࡳ࡚ࠊᴗົୖᚲせࡘ┦ᙜ࡞⠊ᅖ
࡛⾜ࢃࢀࡿ㐺ṇ࡞ᴗົᣦ♧ࡸᣦᑟࡘ࠸࡚ࡣ
ࣃ࣡ࣁࣛࡣヱᙜࡋࡲࡏࢇࠋ

>ヱᙜࡋ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿ@
㐜้࡞♫ⓗ࣮ࣝࣝࢆḞ࠸ࡓゝືࡀぢࡽࢀࠊ
୕ὀពࡋ࡚ࡶࡑࢀࡀᨵၿࡉࢀ࡞࠸ປാ⪅ᑐ
ࡋ୍࡚ᐃ⛬ᗘᙉࡃὀពࢆࡍࡿ
ͤඃ㉺ⓗ࡞㛵ಀࢆ⫼ᬒࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀ๓ᥦ

ࡇࡢࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ಶูࡢࡢ≧ἣࡼࡗุ࡚᩿ࡀ␗࡞ࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࡣ㝈ᐃิᣲ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࣃ࣡ࣁࣛヱᙜࡍࡿᚤጁ࡞ࡶࡢ
ࡶྵࡵᗈࡃ┦ㄯᑐᛂࡍࡿ࠸ࡗࡓࠊ㐺ษ࡞
ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ

ᅇࡢἲไࡼࡾࠊ♫ࡢ㈐ົࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊᚑᴗဨࡢ㈐ົࡶつᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋ♫ࡣࠊ
ࣃ࣡ࣁࣛࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ➼ᑐࡋ࡚ᚑᴗဨࡢ㛵ᚰ⌮ゎࢆ㧗ࡵࡓࡾࠊࡢᚑᴗဨ
ྲྀᘬඛ➼ࡢ♫ࡢᚑᴗဨࡸࠊồ⫋⪅ࡶྵࡴ ᑐࡍࡿゝືὀពࢆᡶ࠺ࡼ࠺࡞◊ಟࡢᐇ࡞
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᚑᴗဨࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫ࡀㅮࡎࡿࣃ࣡ࣁࣛ㜵Ṇᥐ⨨༠ຊࡍࡿ
ࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ➼ࡼ
ࡾࠊࣃ࣡ࣁࣛࡢⓎ⏕㜵Ṇࢆ᥎㐍ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.
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ࡇࡢࢥ࣮ࢼ࣮࡛ࡣࠊேປົ⟶⌮࡛ၥ㢟࡞ࡿ࣏ࣥࢺࢆࠊ♫ປኈࡑࡢ㢳ၥඛࡢ⥲ົ㒊
㛗ࡢヰᙧᘧ࡛ࠊศࡾࡸࡍࡃ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
ඛ᪥ࠊྠᴗࡢ♫㛗ࡽປാᒁࡢㄪᰝ࡛ࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮ࡽṇ♫ဨࡢ㌿᥎㐍ᥐ
⨨㛵ࡋ࡚ᣦᑟࢆཷࡅࡓ࠸࠺ヰࢆ⪺ࡁࡲࡋࡓࠋᙜ♫ࡣࠊᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ㸽
ṇ♫ဨࡢ㌿᥎㐍ᥐ⨨ࡋ࡚ࡣࠊḟࡢ࠸ࡎࢀࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ ྩ໐ಿ
ࡍࠋ
ձ ㏻ᖖࡢປാ⪅ࢆເ㞟ࡍࡿሙྜࠊࡑࡢເ㞟ෆᐜࢆ᪤㞠ࡗ࡚࠸ࡿࣃ࣮ࢺࢱ࣒
ປാ⪅➼࿘▱ࡍࡿ
ղ ㏻ᖖࡢປാ⪅ࡢ࣏ࢫࢺࢆ♫ෆබເࡍࡿሙྜࠊ᪤㞠ࡗ࡚࠸ࡿࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປ
ാ⪅➼ࡶᛂເࡍࡿᶵࢆ࠼ࡿ
ճ ࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാ⪅➼ࡀ㏻ᖖࡢປാ⪅㌿ࡍࡿࡓࡵࡢヨ㦂ไᗘࢆタࡅࡿ
մ ࡑࡢ㏻ᖖࡢປാ⪅ࡢ㌿ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ
ᚚ♫࡛ࡣࠊձࡢࡋࡃࡳࡀᑟධࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡇࡀࣃ࣮ࢺࢱ࣒ᑵᴗつ๎グ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
北出（社労士）
২Ⴛআ

ࡑ࠺࡛ࡋࡓࠋṇ♫ဨࢆເ㞟ࡍࡿ㝿ࠊồே⚊ࢆ♫ෆࡢᥖ♧ᯈ㈞ࡾฟࡋࠊࣃ࣮ࢺࢱ
࣐࣮ࡶ࠾▱ࡽࡏࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡍ࡚ࡢࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮ࢆᑐ㇟࿘▱ࡍࡿࡇࡀ
ᚲせ࡛ࡋࡓࡡࠋ
ࡑࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋṇ♫ဨ㌿ࡍࡿࡇࢁࡲ࡛ࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊṇ♫ဨ
࡞ࡿࢳࣕࣥࢫࢆ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ᐇࡣࡲࡗࡓࡃᛂເࡀ࡞ࡃࠊṇ♫ဨ㌿ࡋࡓᐇ⦼ࡀ࡞࠸≧ἣ࡛ࡍࡀࠊၥ㢟࡞࠸ࡢ࡛
ࡋࡻ࠺㸽
㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚ṇ♫ဨ㌿ࡉࢀࡓᐇ⦼ࡀ࡞࠸ሙྜࠊ㌿᥎㐍ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓࡣ
ゝ࠼࡞࠸ᣦࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࿘▱ࡢࡳ࡛ࡣᛂເࡋࡃ࠸⎔ቃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࡞ࠊᥐ⨨ࡀᙧ㧁ࡋ࡚࠸࡞࠸᳨ドࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᖺ᭶௨㝆ࡣࠊࠕࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാἲࠖࡀࠊࠕࣃ࣮ࢺࢱ࣒࣭᭷ᮇ㞠⏝ປ
ാἲࠖኚ᭦࡞ࡿࡓࡵࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮ࡢࠊ᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅ࡶࡇࡢ㌿᥎㐍
ᥐ⨨ࡢᑐ㇟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡘࡲࡾࠊࣇࣝࢱ࣒ࡢ᭷ᮇዎ⣙♫ဨࡶᑐ㇟࡞ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
ࡑࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋࣇࣝࢱ࣒ࡢ᭷ᮇዎ⣙♫ဨᑐࡍࡿᑵᴗつ๎ࡀࠊࣃ࣮ࢺࢱ
ู࣐࣮࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢᑵᴗつ๎ࡶṇ♫ဨࡢ㌿᥎㐍ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸
ࡿࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢃࡾࡲࡋࡓࠋࡉࡗࡑࡃᑵᴗつ๎ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡲࡍࠋ

࣏࠙࣡ࣥࣥࢺࢻࣂࢫࠚ
 ᖺ᭶ࡼࡾࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮ࡔࡅ࡛࡞ࡃ᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅ࡘ࠸࡚ࡶࠊṇ♫ဨࡢ㌿
᥎㐍ᥐ⨨ࡢᑐ㇟࡞ࡾࠊᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚ࠊṇ♫ဨ㌿ࡉࢀࡓᐇ⦼ࡀ࡞࠸ሙྜࠊᥐ⨨ࡀᙧ㧁ࡋ࡚࠸࡞࠸᳨
ドࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.

২ٛ༗ࡏૂ༭

łűųŪŭġ ĳıĳı

31324ॆнѻӎҔҺӣӀ̴
қ̴ҹоॊৃု१њщј
ᅤᄽљпѽᄩจљы
⌧ᅾࡢᗣಖ㝤ドࡣࠊ♫ධ♫ࡋ♫ಖ㝤ࡢྲྀᚓᡭ⥆ࡁࡀࡍࡿࠊ
༠ࡅࢇࡱ➼ࡢಖ㝤⪅ࡽⓎ⾜ࡉࢀࠊ♫ࢆ㏻ࡌ࡚ᚑᴗဨࡸࡑࡢᢇ㣴ᐙ᪘
ࡉࢀࡿὶࢀ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࠊᖺ᭶㸦ணᐃ㸧ࡽࡣࠊ࣐ࢼࣥ
ࣂ࣮࣮࢝ࢻࡀᗣಖ㝤ドࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡗ࡚ࡣࠊᑵ⫋ࡸ㌿⫋ࠊᘬࡗ㉺ࡋࢆࡋ࡚ࡶࠊ
ᗣಖ㝤ドࡢษࡾ᭰࠼㸦㸧ࢆᚅࡘࡇ࡞
⌧ᅾࡢᗣಖ㝤ドࡣࠊ་⒪ᶵ㛵ࡸ⸆ᒁ㸦௨ୗࠊ ࡃࠊ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻ࡛་⒪ᶵ㛵➼ࢆཷデ
ࠕ་⒪ᶵ㛵➼ࠖ࠸࠺㸧ࡢ❆ཱྀ࡛ᥦ♧ࡋࡲࡍࡀࠊ ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡢ❆ཱྀ࡛࣐ࢼࣥࣂ࣮ࢆ
࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻ࡛ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡢ❆ཱྀ
ྲྀᢅ࠺ࡇࡣ࡞ࡃࠊ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻ࠶
タ⨨ࡉࢀࡿ࣮࢝ࢻ࣮ࣜࢲ࣮ࡊࡍࡇ
ࡿ,&ࢳࢵࣉཷデṔࡸ⸆ሗ➼ࡣグ㘓ࡉࢀ
࡞ࡾࡲࡍࠋేࡏ࡚ࠊ࣮࢝ࢻࡢ㢦┿ࢆᶵჾࡀ
࡞࠸సࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
☜ㄆࡋࡓࡾࠊ❆ཱྀࡢ⫋ဨࡀ┠ど࡛ᮏேࡢ☜ㄆ
ࢆࡋࡲࡍࠋ
࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࢆ࣮࢝ࢻ࣮ࣜࢲ࣮
Ĵį၌ဥ͈̹͈͛মஜ̧
ࡊࡋࡓᚋࡣࠊ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࡢ,&ࢳࢵࣉ
࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࢆᗣಖ㝤ドࡋ࡚
࠶ࡿ㟁Ꮚド᫂᭩ࡼࡾᗣಖ㝤ࡢຍධሗ

ĲįζͼϋΨȜȜΡ͈၌ဥͼιȜΐ

⏝ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࡢ⏦ㄳ

➼ࡀ࡛࢜ࣥࣛࣥ☜ㄆࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

ࢆ⾜࠺ࡶࠊ⏦ㄳᚋࠊ࣐ࢼ࣏࣮ࢱࣝ
㸦⾜ᨻᡭ⥆ࢆ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛ࡋࡓࡾࠊ⾜ᨻᶵ

ĳįζͼϋΨȜȜΡͬ၌ဥ̳ͥιςΛΠ

㛵ࡽࡢ࠾▱ࡽࡏࢆ☜ㄆࡍࡿಶேྥࡅᨻᗓ㐠

࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࢆᗣಖ㝤ドࡋ࡚
⏝ࡍࡿࡇࡼࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣ࠸ࡃࡘ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡦࡘࠊ♫ࡀ⿕ಖ㝤⪅ࡢ
♫ಖ㝤㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣐
ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࡢ୰ࡢሗࡀ᭩ࡁࢃࡿࡓࡵࠊ
ᚑᴗဨ㸦⿕ಖ㝤⪅㸧ࡸࡑࡢᐙ᪘㸦⿕ᢇ㣴⪅㸧

Ⴀࢧࢺ㸧࡛๓Ⓩ㘓ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋⓏ㘓ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡣᖺᗘࡣࡌࡵࡽ࡛
ࡁࡿணᐃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᐇ㝿㐠⏝ࡀ㛤ጞ
ࡉࢀࡿࡁࡣࠊᚑᴗဨᡭ⥆ࡁࢆಁࡍᚲせ
ࡀฟ࡚ࡃࡿᛮࢃࢀࡲࡍࠋ

࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࡀᗣಖ㝤ドࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓᚋࡶࠊᗣಖ㝤ドࡣ
ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢝ࢻ࣮ࣜࢲ࣮ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸་⒪ᶵ㛵➼࡛ࡣࠊᗣಖ㝤ド
࡛⿕ಖ㝤⪅㈨᱁ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡕ࡞ࡳࠊᖺᗘࡽ་⒪ᶵ㛵➼࡛㡰
ḟࠊᚲせ࡞ᶵჾࡀᑟධࡉࢀࠊᖺ᭶ணᐃࡉࢀࡿ⏝㛤ጞࡣࠊᅜࡢ་⒪ᶵ㛵➼ࡢ
⛬ᗘࠊᖺ᭶ᮎࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ࡚ࡢ་⒪ᶵ㛵➼࡛ࡢᑟධࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.
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܋оࢩܿчѾѽ
ମ௮ྭొ࠺ݑേѠᄽ
⌧ᅾࠊ௦༙ࡤࡽ௦༙ࡤ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿᑵ⫋ịἙᮇୡ௦ࡣࠊ㞠⏝
⎔ቃࡀཝࡋ࠸ᮇᑵ⫋άືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᕼᮃࡍࡿᑵ⫋ࡀ࡛ࡁࡎࠊᮏព࡞ࡀ
ࡽᏳᐃ࡞ᑵ࠸࡚࠸ࡿேࡸࠊ⫋ᑵ࠸࡚࠸࡞࠸ேࡀࡢୡ௦ࡼࡾࡶከ࠸
ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊᑵ⫋ịἙᮇୡ௦ࢆᨭࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᨻᗓᑟ࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ĳį੩଼߄͈٨ୃ

Ĳį૽ݥ༡ਬȆनဥশ͈ාႢଷࡠ

ేࡏ࡚ࠊ≉ᐃồ⫋⪅㞠⏝㛤Ⓨຓᡂ㔠ࡀᨵ
ṇࡉࢀࠊࠕᏳᐃ㞠⏝ᐇ⌧ࢥ࣮ࢫࠖࡀࠕᑵ⫋ị
Ἑᮇୡ௦Ᏻᐃ㞠⏝ᐇ⌧ࢥ࣮ࢫࠖ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㞠ධࢀ᪥࠾࠸࡚௨ୗࡢձ㹼մࡢ࠸ࡎࢀ
ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿேࢆࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡲࡓࡣẸ㛫
ࡢ⫋ᴗ⤂ᴗ⪅➼㸦௨ୗࠊࠕࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ
➼ࠖ࠸࠺㸧ࡢ⤂࡛ṇ♫ဨࡋ࡚᪂ࡓ㞠
⏝ࡍࡿᴗᑐࡋᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
୰ᑠᴗ࡛࠶ࢀࡤࠊ᥇⏝ேࡘࡁࠊ⥲㢠
ࡀᨭ⤥ࡉࢀࡲࡍࠋ

ᚑᴗဨࡢເ㞟࠾ࡼࡧ᥇⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㱋
㛵ࢃࡾ࡞ࡃᆒ➼࡞ᶵࢆ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࡇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖺ㱋ไ㝈ࢆタࡅࡿࡇ
ࡀཎ๎ࡋ࡚⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᅇࠊ୍ᐃࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜࠊᑵ⫋ị
Ἑᮇୡ௦㸦ṓ௨ୖṓᮍ‶㸧㝈ࡾࠊᖺ㱋
ไ㝈ࢆタࡅ࡚ເ㞟ࡸ᥇⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊᏳᐃ࡞ᑵປࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡸ
ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ேࢆᑐ㇟ࠊ㞠⏝ᮇ㛫ࢆᐃࡵ࡞
࠸ປാዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊ
⫋ᴗᑵ࠸ࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇࢆồேࡢ᮲௳
ࡋ࡞࠸ሙྜ㝈ࡽࢀࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡồேࢆฟࡍࡇࡶ᮲
௳࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡồேࢆฟࡋ

ձ㞠ධࢀ᪥Ⅼࡢ‶ᖺ㱋ࡀṓ௨ୖṓᮍ‶
ղ㞠ධࢀࡢ᪥ࡢ๓᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㐣ཤᖺ㛫ṇ
つ㞠⏝ປാ⪅ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀࡓᮇ㛫ࢆ㏻⟬ࡋ
ࡓᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ௨ୗ࡛࠶ࡾࠊ㞠ධࢀࡢ᪥ࡢ๓᪥
ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㐣ཤ㸯ᖺ㛫ṇつ㞠⏝ປാ⪅
ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀࡓࡇࡀ࡞࠸

ࡓሙྜࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢ┤᥋ເ㞟ࡸࠊ

ճࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ➼ࡢ⤂ࡢⅬ࡛ኻᴗࡋ࡚࠸ࡿ

ồேᗈ࿌ࠊẸ㛫⫋ᴗ⤂ᴗ⪅ࡢồேࡢ⏦

ࡲࡓࡣ㠀ṇつ㞠⏝ປാ⪅࡛࠶ࡾࡘࠊࣁ࣮ࣟ

㎸ࡳ➼࡛ࡶᑵ⫋ịἙᮇୡ௦㝈ᐃࡋࡓồேࡀ

࣮࣡ࢡ➼࠾࠸࡚ࠊಶูᨭ➼ࡢᑵປྥࡅ

ྍ⬟࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡓᨭࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
մṇつ㞠⏝ປാ⪅ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀࡿࡇࢆᕼᮃ
ࡋ࡚࠸ࡿ

ᑵ⫋ịἙᮇୡ௦࡛ࡣࠊṇ♫ဨࡢ㞠⏝ᜨࡲࢀ࡞ࡗࡓேࡢࠊ⤖፧ࡸዷፎࠊฟ⏘ࢆᶵ㏥
⫋ࢆࡏࡊࡿࢆ࠼࡞ࡗࡓዪᛶࡶከࡃ࠸ࡿീࡉࢀࡲࡍࠋேᮦ㊊ឤࡀᙉ࠸≧ἣୗ࡛ࠊṇ♫
ဨࡢ⤒㦂ࡣ࡞࠸࠸ࡗࡓ⫼ᬒࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢୡ௦ࡢ㞠⏝ࢆ✚ᴟⓗ⪃࠼࡚࠸ࡿࡁࡣࠊ
ᖺ㱋ࢆ㝈ᐃࡋࡓ᥇⏝ࡸࠊຓᡂ㔠ࡢά⏝ࢆ⪃࠼࡚ࡶࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.
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312:Ѡઊࣂ̞ᆼသѠ୵ໜࢇ
᪂ᖺᗘࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿ᭶ࡣࠊ᪂༞᥇⏝ࢆ⾜ࡗࡓᴗࡗ࡚ࡣ᪂ධ♫ဨ
ࢆ㏄࠼ࡿᏘ⠇࡛ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊึ௵⤥㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⏘ᴗࡸᏛṔู
ࡈ⤂ࡋࡲࡍࠋ
ᖺࡢ⏘ᴗูࡢึ௵⤥ࢆࡳࡿࠊᏛ༞
࡛ࡣ⏨ᛶࠊዪᛶࡶࠊᏛ⾡◊✲㸪ᑓ㛛࣭ᢏ
ཌ⏕ປാ┬ࡀᖺ㸦௧ඖᖺ㸧᭶Ⓨ
⾡ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㧗ᰯ༞
⾲ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝͤࡽࠊᖺࡢ⏘ᴗ࣭ᏛṔ
࡛ࡣࠊ⏨ᛶࡣᘓタᴗࠊዪᛶࡣሗ㏻ಙᴗࡀ᭱
ูࡢึ௵⤥ࢆࡲࡵࡿࠊୗ⾲ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ ࡶ㧗࠸≧ἣ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗィࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ
ሗ㏻ಙᴗࡔࡅࡀᏛṔࠊ⏨ዪูࡍ࡚⏘ᴗィ
⏘ᴗィࡢึ௵⤥࡛ࡣࠊᏛ༞ࡣ⏨ᛶࡀᖺ
ࢆୖᅇࡾࡲࡋࡓࠋ
㐃⥆ࡢྎࠊዪᛶࡣᖺ㐃⥆ࡢྎ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ⏨ዪูࡢᑐ๓ᖺቑῶ
ึ௵⤥ࡢቑຍഴྥࡣᩘᖺ᮶⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
⋡ࡣࠊ㧗ᰯ༞௨እࡣዪᛶࡢ᪉ࡀ㧗࠸ഴྥࡀࡳ
ᖺࡢึ௵⤥ࡣ࠺࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
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ͤཌ⏕ປാ┬ࠕ௧ඖᖺ㈤㔠ᵓ㐀ᇶᮏ⤫ィㄪᰝ⤖ᯝ㸦ึ௵⤥㸧ࡢᴫἣࠖ
ே௨ୖࡢᖖ⏝ປാ⪅ࢆ㞠⏝ࡍࡿẸ㛫ᴗᡤࡢ࠺ࡕࠊ᭷ຠᅇ⟅ࢆᚓࡓᴗᡤࡢ୰࡛᪂つᏛ༞⪅ࢆ᥇⏝ࡋึ௵⤥ࡀ☜ᐃࡋ࡚
࠸ࡿᴗᡤࡘ࠸࡚㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊ⏘ᴗィࡢᩘ್ࡣࠊ་⒪㸪⚟♴ࡢศࡶྵࡲࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⾲ࡢࠕࠖ
ࡣᩘᏐࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋヲ⣽ࡣḟࡢཌ⏕ປാ┬ࡢࢧࢺ࡛☜ㄆ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ
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၅ҫҝӕӚҶғ21ࢶژњ
ࠩࣂѠҫҝӕӚҶғല੨
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ௳ࡸᨾࡣࠊ᪥ࠎࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲேሗฎ⌮᥎㐍ᶵᵓ㸦௨ୗࠊ,3$㸧ࡀⓎ⾲ࡋࡓ
ࠕሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⬣ጾࠖͤࠊᴗࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸࡢᑐᛂ≧ἣͤࢆࡳ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

ૂ༭Γ΅νςΞͻ͈Ĳıఱޞր
ୖグⓎ⾲ࡣࠊᖺⓎ⏕ࡋࡓ♫ⓗᙳ
㡪ࡀࡁࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿሗࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸ࠾ࡅࡿࢆࠊ,3$ࡀࣛࣥ࢟ࣥࢢࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ࠺ࡕࠕ⤌⧊ࠖࡢሗࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸ࠾ࡅࡿ⬣ጾࡣࠊ⾲ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
岧岨ੌ௶峘ੲਾ崣崕嵍嵒崮崋পะ๏
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社会保険の
保険料率

令和２年３月より社会保険料率が変更となりました。
健康保険 9.880％ ⇒ 9.950％ (会社負担：4.975％ 本人負担：4.975％)
介護保険 1.570％ ⇒ 1.790％ (会社負担：0.895％ 本人負担：0.895％)
※都道府県により健康保険の料率は変わります。各都道府県の料率は↓
https://00m.in/D27jc

雇用保険料率

令和２年度は会社負担・本人負担共に雇用保険料率の変更はありません。
※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。

労働者死傷病
報告の提出

１月から３月までの期間で、労働者が業務中等に負傷し、休業（４日未満）を要し
た場合、 ４月２４日(金)までに所轄労働基準監督署へ届け出が必要です。

確定申告期限
の延長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税等の確定申告・納付期限
は令和2年4月16日(木)に延長となりました。申告がまだの方はお早めにお済ませく
ださい。

やってきました！突撃食レポのお時間です♪
今回はひょんなことから美味しいパンケーキが食べられ
るとの噂を聞きつけ、小林が突撃しました!(^^)!
今回私が訪問したお店が、福井市大和田にある

「ROYHA PANCAKE HOUSE」さんです♪
ビルの１階にあり、外観は美容室？アパレルショップ？
と思えるほどお洒落な雰囲気が漂っております。

外観
お店に行った時は、案内待ちのお客様がいる状況でした！
やはりパンケーキのお店ということもあり、店内は女性のお客さんが多くあちらこちら
から楽しそうな会話が聞こえてきました(^^♪
私は、パンケーキとセットに、アイスコーヒーをチョイス！コーヒー好きには評判のい
い「ライオンコーヒー」などもメニューにあります。
他にもいろんな種類のドリンクがあり、選ぶのに時間が掛かっちゃいました。(笑)

注文して目の前に登場したのがこちらのパンケーキ！
その名も「マカダミアナッツソースパンケーキ！」
焼きたてで、何とも美味しそうな香り・・・。
14時頃に行ったため、食後でお腹が膨れていたのです
が、香りを嗅いだ瞬間食欲がそそられました！
ナイフを使用しましたが、切っている感覚が無いほど柔
らかいんです！
では一口・・・いただきます！

一口目に思い浮かんだ正直な感想です！
「口の中でシュワッっと溶けるような舌触り」「程よい甘さのクリーム！」
何というか・・・ホットケーキとスフレの中間なのですが、かなりスフレ寄りの
食感です！素材、生地の配合、焼き時間など、全工程へのこだわりからこの
新食感が生まれるそうです！
食後だということを忘れて気が付いたらあっという間に完食！(・´з`・)
お店には通常のパンケーキ以外にも、シーズンごとにパンケーキが登場し
ます。私が行った時はあまおう苺を使ったパンケーキがありました🍓
これは他のパンケーキも食べなくては・・・(*^^*)
気が付いたらちょっと女子力も上がっていた小林です💛
甘いものが苦手な方でも、優しい甘さなので食べやすくておススメですよ♪
是非行ってみてください！
Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.

