
では７月ですので、七夕に願い事を。 

｢高間さんが丈夫な赤ちゃん  を産んで、また元気に事務

所に戻ってきてくれますよ～に｣ｐ(*^o^*)ｑ ｶﾞﾝﾊﾞﾚ-♪ 
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今月のことば●ものごとを面白く体験する６Ｋ 
 好奇心、観察力、行動力、向上心、謙虚さ、感謝力。 
 これがあれば、ものごとが面白く体験でき、さらに自分にも磨きがかかる。 

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

 
 
 
 
穏やかで芯が強いあなたは、
つらいときでも愚痴を言わ
ず笑いながら乗り越える強
さを持っています。(＾o＾)/） 
人に奉仕することが好きな
分、周りをわがままにする
恐れも（T-T） 

６月に新入社員が入社しました(≧▽≦)  

毎日研修と引継ぎに追われて悪戦苦闘の日々を送ってますよ～。 

社会保険労務士の資格取得も目指してるみたいなので、夜中まで猛勉強 

してるはず…p(･∩･)qﾌｧｲﾄ!!!!! 

お客様の所に引継ぎにお伺いした際に“さわやか君”のニックネームを 

頂いたみたいです。本人もまんざらでもないみたいですので、皆様にお目

通りすることになったあかつきには、どれくらいさわやかなのか注目して

みてくださいね。本人からのごあいさつは編集後記にて。 

お客様にはご迷惑にならないよう 

事務所一丸となって対応していきます 

ので、ご安心を！！！ 

 

そして、スタッフの高間が７月いっ

ぱいでいよいよ産休に入ります。 

（前川） 

あなたは 
「チワワ」 

受 動 喫 煙 防 止 対 策 助 成 金 

    ちょっと変わった助成金をご紹介します ♪(^o^*)☆ 気になる助成金！！ 

今月号は助成金特集です。次ページにて助成金一覧が紹介されていますので、参考になさってください。 

助成金一覧を紹介する前に私が一覧に載ってない助成金の中から気になる助成金をピックアップしてみました。 

喫煙室を設置する事業所に設置費用の１/２が助成されます（１事業場の上限２００万円） 
（※注）着工前に申請し、交付決定を受ける必要があります。 

福井の産業である眼鏡・繊維に関する事業、農林水産物や福井の強みを活用して新たな取組みを行う事業が 
新商品の開発や販路開拓を行う際にかかる費用の１/２～２/３(上限あり)が助成されます。 
（※注）募集期間：H２５・６・１７～H２５・7・17必着 

ふくいの逸品創造ファンド助成金 

再生可能エネルギー設備や業務用設備の低炭素機器（エコ機器）をリースで導入した際に、リース料総額の 
３～５%を補助する補助金制度（※注）予算１８億円に達したら受付終了となります。 

 エ コ リ ー ス 促 進 事 業 補 助 金 

４月号で紹介しました若者チャレンジ奨励金ですが、６月上旬で既に予算に達しましたので、現在キャンセル
待ちとなっています。利用しやすい助成金はあっという間に予算に達してしまうことがありますので、気にな
る助成金がありましたらお早めに連絡してくださいね。 

お知らせ 

坂野 孝太 



相談無料
です 

今年度は、アベノミクスの一環として景気回復、雇用対策に関する「助成金」がたくさん 
導入されています。一覧として大まかにまとめてみましたので、ぜひご活用ください。 

平成25年度雇用関係助成金一覧 
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目的 内容 助成金額 助成金名 

新たに 
労働者を雇う 

 
 

父子・母子家庭の父・母を雇い入れる ６０～９０万円 

特定求職者 
雇用開発助成金 

６０歳～６４歳の労働者を雇い入れる ６０～９０万円 

障害者を雇い入れる ９０～２４０万円 

６５歳以上の労働者を雇い入れる ６０～９０万円 

安定就業を希望する未経験者を雇い入れる 月４万円（３ヶ月） トライアル雇用奨励金 

障害者を雇い入れる 月４万円（３ヶ月） 
障害者トライアル雇用 

奨励金 

定年を迎えた高年齢者をその知識を活かす
ことができることで雇い入れる 
（６５歳以上の雇用見込み） 

一人当たり７０万円 
高年齢者雇用安定 

助成金 

労働者５０人以上３００人未満の事業者で
障害者を初めて雇い入れる 
（雇い入れによって法定雇用率を達成） 

１２０万円 障害者初回雇用奨励金 

目的 対象 内容 助成金額 助成金名 

労働者の 
処遇改善や 
職場環境の 
改善を図る 

有
期
契
約
労
働
者
 

（
パ
ー
ト
、
派
遣
社
員
等
）
 

正社員雇用へ転換する ２０～４０万円 

キャリアアップ 
助成金 

賃金水準を向上させる 
一人当たり１万円 
職務評価を活用の 
場合 １０万円 

健康診断を実施する ４０万円 

短時間正社員へ転換する 一人当たり２０万円 

社会保険に加入できるよう転換
する（短時間正社員） 

一人当たり１０万円 

高
年
齢
者
 

雇用環境を整備する 
 ・定年引上げ 
 ・高年齢者の賃金見直し 
 ・機械設備の導入  など 

支給対象費用の２/３ 
６０歳以上一人当たり 

２０万円 
（上限５００万円） 

高年齢者 
雇用安定助成金 

介
護
労
働
者
 

介護福祉機器の導入 
支給対象費用の１/２
（上限３００万円） 

中小企業 
労働環境向上 

助成金 

法定健康診断以外の健康づくり
制度を導入 

３０万円 

評価・処遇制度の導入 ４０万円 

研修体系制度の導入 ３０万円 

建
設
労
働
者
 

法定健康診断以外の健康づくり
制度を導入 

３０万円 

建設労働者 
確保育成助成金 

評価・処遇制度の導入 ４０万円 

研修体系制度の導入 ３０万円 

若年者に魅力ある職場づくりの
教育訓練体系の導入 

労働者一人 
７，０００円/１日 

支給対象費用の２/３ 
一事業年度上限 

２００万円 

人を雇うとどんな 
助成金があるの？ 

 助成金情報 平成２５年 雇用関係助成金一覧 

労働環境の改善や評価制度を導入したいんだけど… 



１人目 ４０万円 
育休終了後１年経過後支給申請 

２～５人目 １５万円 

        
 
 
 

いずれも申請前
に“一般事業主
行動計画”の  
届出 が必要 

 

１人目 ７０万円 ２～５人目 ５０万円 

※企業規模により金額が変わります 
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相談無料
です 

新たに労働者を雇う 

目的 内容 助成金額 助成金名 

労働者の雇用維持 

経営が悪化する中で休業や 
教育訓練、出向を通じて労働者の 
雇用を維持する 
（売上高または生産高などの 
事業活動を示す指標の最初の 
３ヶ月の月平均値が、前年同期に 
比べ１０％以上減少していること） 

【休業】 
休業手当の２/３助成 

【教育訓練】 
事業所内訓練１日一人
当たり１，５００円 

事業所外訓練１日一人
当たり３，０００円 

雇用調整 
助成金 

離職する労働者の 
再就職支援を行う 
 

事業規模縮小などにより離職等を 
余儀なくされる労働者の再就職 
支援を民間職業紹介事業者に委託 
する 
（求職活動のための休暇を１日以上
与え、当該休暇の日に通常の賃金を
支払うこと） 

委託費用の１/２ 
（４５歳以上の場合 

２/３） 
一人当たり上限 

４０万円 
 

労働移動支援 
助成金 

 

目的 内容 助成金額 助成金名 

労働者の 
職業能力の向上 

採用５年以内の３５歳未満の若年労働者
に職業訓練を行う 

経費の１/２ 
賃金助成 

８００円/時間 キャリア形成 
促進助成金 

熟練技能者による指導者育成や 
若年者技能承継のための職業訓練を行う 

ＯＪＴとＯＦＦＪＴを組み合わせた厚生
労働大臣認定の職業訓練を行う 

国内において海外事業拠点での事業展開
などの訓練を行う 

海外への留学や出向による職業訓練を行
う 

健康、環境等の重点分野での人材育成の
ための訓練 

労働者の自発的な能力開発に対する支援 

労働者のキャリアアップ 
経費の１/３ 

賃金助成 
４００円/時間 

社員のスキルを 
上げようと思って

るんだけど… 

目的 内容 助成金額 助成金名 

仕事と家庭の 
両立支援 

育児のための短時間勤務制度を
設ける 

１人目   ４０万円 
２～５人目 １５万円 

両立支援助成金 

育児休業代替要員の確保し、育
児休業取得者を職場復帰させる 

一人当たり１５万円 
 （上限１０人）  

保育施設を事業所内に設置する 
設置費用の２/３ 

（上限２，３００万円） 
運営費用の２/３（５年目まで） 

育児休業、介護休業の労働者に
能力開発を行う 

【在宅講習】 ９，０００円/月 
【職場環境適応講習】４，０００円/日 
【職場復帰直前講習】５，０００円/日 
【職場復帰直後講習】５，０００円/日 
【職場復帰プログラム開発作成費】 

１人１３，０００円  
※支給限度額は１人２１万円 

育児休業終了後、現職復帰させ
仕事と家庭の両立のための研修
を実施（労働者１００人以下） 

１人目    ４０万円 
２～５人目  １５万円 

有期労働者に通常の労働者と同
等の育児休業を取得させ、現職
復帰、仕事と家庭の両立のため
の研修を実施 

１人目    ４０万円 
２～５人目  １５万円 

うちの会社でも 
子育て中の社員が
多いんだけど… 

☎０７７６（５８）２４７０ 北出経営労務事務所 担当：北出、前川まで 

お問い合わせは… 

細かな要件等がありますので、雇用する前、導入する前に 
ぜひご相談ください。 



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

先日、夜叉ヶ池に行きました。片道２時間かけて山登り(´ー｀A;) ｱｾｱｾ 
途中、ギブアップしそうになりましたが一緒にいった人たちに励まされ
てなんとか池までたどり着くことができましたｬｯﾀ─ヽ(*´ｖ｀*)ﾉ─ｧｧ!! 
池のほとりでみんなでご飯♪ 心地よい風が吹き抜けて気持ち良かった
です^_^ 頂上までは行きませんでしたが上から見た夜叉ヶ池は青と緑が
鮮やかでとてもキレイでした(^_-)☆ 帰りは、２時間かからず下山(^^) 
楽しい１日でした～(^^♪ （でも、次の日筋肉痛(ﾉω･、)ｸｽﾝ… ）  

小学校ＰＴＡの広報委員となったため、初めて打ち合わせに行きました。
年２～３回ほど学校新聞を発行する広報委員会ですが、なんと福井市内
の小中学校で新聞のコンクールがあることが判明。下っ端なのになぜか
やる気が出てきました(笑)去年、うちの学校は努力賞だったのでなんと
か上の賞をもらいたいなあと思っています。小さな目標ですが、こうい
うのって妙に燃えるんです＾＾ 

ようやく梅雨入りしましたね。暑い日が続き、いつになったら雨が降る
のかといらぬ心配をしておりました(^^ゞ あじさいも菖蒲も雨に濡れて
こそ！キレイに咲いていますね(^^) 先日、占いで「かたつむりをみると
吉」とあったのですが、このご時世かたつむりをみる機会ってそうそう
ないですよね！？ま、それだけ歩いていないということですが…(-_-;) 
雨は苦手なのですが、せっかくの季節☂ を楽しみたいと思います。でも、
やっぱり洗濯物は、からっと乾いてほしいです(+_+) 
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はじめまして。６月１日から入社しました坂野と申します。現在は先輩
方にご指導頂きながら、日々の業務について勉強させてもらっています。
一日も早く仕事を覚え、お客様に満足して頂けるサービスが提供できる
ようにしっかり頑張ります。今後ともよろしくお願い致します。 
先日、「簿記３級なら簡単だし絶対受かるよ～」という友人の口車に乗
せられ、簿記３級を受験してきました。結果はギリギリ合格。まさに滑
り込みセーフでした（笑）この勢いそのままに、目指すは簿記２級！！ 

労働保険 
年度更新 

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。 

 
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・納付をしてください。  
 

賞与支払届 
の提出 

賞与を支給した場合は、5日以内に「賞与支払届」を、年金事務所及び厚生年金基金
に提出します。また、賞与支払予定月等に賞与の支払が無かった場合でも、総括表の
提出が必要になりますのでご注意ください。 

健康保険 
被扶養者状況
リストの提出 

４月１日現在１８歳未満の被扶養者及び４月１日以降認定を受けた被扶養者以外の方
が対象です。まずはリストをご確認ください。該当者がいる場合は「異動届」を、い
ない場合も状況リストの返送が必要となります。提出期限は７月３１日（水）です。 

ごあいさつ 

先月号で勝山市のクロカンマラソンの親子部門にでることをお伝えしま
したが無事完走出来ました。┏( >_<)┛ついでに福井新聞にも大きく写っ
ちゃいました。(*>ω<*) 夕方がんばって走っていたのに去年より１つ順
位を落としちゃいました。娘が結構気にしていたので、なぜか今娘がは
まっているハイジを一緒に見ていて、これだ！と思い、ブランコを作っ
てあげました。ｐ（＾＾）ｑすごく喜んでくれたんですが、結局２歳の
３女が独占しちゃってケンカの種になっちゃってますけどね。(ToT) 

最近、息子の希望でハムスターを飼い始めました♪ハムスターは懐かな
いと聞いていたのですが、意外と懐いて(？)くれるので、親の方が夢中
になって世話しちゃっています(^◇^;) 
さて、私事で大変恐縮ですが、9月上旬に出産を控え、７月末で産休に
入ることとなりました。休暇中は、何かとご迷惑をおかけ致しますが、
何卒、宜しくお願い致しますm(- -)m そして、また、皆様にお会いで
きる日を心より楽しみしております(*^^)v 

7月のお知らせ 


