
─本日はお忙しい中ありがとうございました。
口腔内のお悩みは、 竹下歯科まで 〒918-8105 福井市木田2丁目2104 TEL：(0776)35-6480
HPはこちら http://takesita-sika.com
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◆今月のことば◆働くことそのものの喜びを知らない人は不幸
働くこと自体の喜びを社員にわかってもらうことは、社長が社員
にできる最大の貢献である。働く幸せと経済的幸せの両方が必要。
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お客様インタビュー TDC 竹下歯科

温もりのある医院を目指して

─まず、お仕事の内容を教えて下さい。
歯科医療全般を行います。虫歯を治療するのはもちろん、矯正やホワイトニング、
インプラントなども行っています。顕微鏡を使って口腔内の細菌の確認をしたり、
虫歯予防のために定期的にフッ素を塗布したり、色々な口腔ケアを行います。
─今一番力を入れていることはどんなことですか？

インプラントに力を入れています。難しい技術が必要となるので、若いからこそ力を入れられる分野だと思います。
最近では団塊の世代の方やご年配の方が利用されています。そのほか、ホワイトニングも得意分野です。定期的に
来られる方もたくさんいます。

─これまで仕事をしてきて嬉しかったエピソードを教えて下さい。
入れ歯を作った際、今まで中々合わなかったけれど、先生のところにお願いしたらピッタリになりましたって言っ
てもらったことです。入れ歯は経験が必要でピッタリにするのは難しいんです。他には、治療が痛くなかったって
言ってもらえることです。治療が恐かったり、痛かったりするのは、視覚や聴覚が大いに影響しています。タオル
で視界を覆ったり、音楽をかけたりすることで、リラックスして治療に臨んでもらいます。また歯を削るドリルに
はモーターの機器を使っています。モーターのドリルは高速回転が可能なため、直接的な痛みも緩和でき、キーン
という嫌な音も軽減できます 。出来る限り患者さんに気持ち良く治療を受けてもらえるように配慮しています。

─歯医者さんを利用したい方へのメッセージをお願いします。
コストや時間を考えても矯正は幼いうちにするのがお勧めです。
その他、口腔内のお悩みについて、相談だけでも構いませんの
で、是非ご相談下さい。

─最後に、将来のビジョンについて教えて下さい。
患者さんの信頼にも繋がるので、医療法人にできるよう、拡大
していきたいと思います。人員を増やし、その分の空いた時間
でさらに技術の向上をしていきたいと思います。

今回は竹下歯科の竹下先生にお話しを伺いました。とっても優しい先生で、
なんと治療も痛くない！！小さい頃にこんな先生に巡り会えれば、歯医者
さんもへっちゃらです。6/7にはエルパにてイベントがあるそうですよ。

院長
竹下英俊 先生

インタビュアー
坂野

産休に入っていた事務所スタッフの山本が、無事元気な女の子を出産しました (≧∇≦)ﾉ
新しい命が誕生するのは、耳にするだけで不思議と嬉しい気分になりますね @(^-^)@

皆さん、6月４日は虫歯予防デーですよ！！歯医者通ってますか？
虫歯は、口内の病気だけでなく、体全体に異常を来たすと言われてますので、歯を大切に
していきましょー p(･∩･)q ちなみに私の歯は銀色のおしゃれさんが多いです (≧ヘ≦)

(前川）

なんと！Σ(･口･) 今回のインタビューがちょうど竹下歯科さんなんですね～。

インタビュー欄には出てきませんが、虫歯予防に一番いいのはフロスや歯間ブラシらし
いですよ o(*^▽^*)o

tel:(0776)35-6480
http://takesita-sika.com/
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前回、「高年齢雇用継続給付金」の内容について教えても
らいましたが、その他に受給できる給付金はありますか。
また、給付金を受給した場合の手取額はどれぐらいになる
のか、具体的に教えて下さい。

■■60歳以降に受給できる給付金■■

一般的に、60歳以降に受給できる給付金としては、前回お伝えした「高年齢雇用継続給付金」と
「在職老齢年金」があります。しかし、これらの給付金は賃金額が高いままだと受給できないこと
があります。60歳以降の賃金を下げ、給付金を受給する場合には、次のような図式になります。

60歳前の給与収入

60歳前の
賃金・賞与

60歳以降(60歳～65
歳未満)の賃金・賞与

高年齢雇用継続給付金

■■在職老齢年金について■■

■■賃金設計のシュミレーション■■

◆ ◆ ◆ワンポイントアドバイス◆ ◆ ◆

定年後も引き続き再雇用する場合には、「在職老齢年金」や「高年齢者雇用
継続給付」の仕組みを理解し、上手く活用した賃金設定を行いましょう。

ここからは具体的に、「高年齢者雇用継続給付金」と「在職老齢年金」を活用し、以下のパターンで
シミュレーションをしてみましょう。 ※詳しい計算方法を知りたい方は、一度お問い合わせください。

【パターン1】(62歳：男性：扶養なし)
■60歳到達時の給与月額 400,000
■60歳以降の給与月額 300,000
■年金受給額(年) 1,200,000

【パターン2】 】(62歳：男性：扶養なし)
■60歳到達時の給与月額 400,000
■60歳以降の給与月額 200,000
■年金受給額(年) 1,200,000

本人手取り比較

項目 60歳到達時 60歳以降 差額

給与 400,000 300,000 -100,000

健康保険 20,356 14,895 -5,461

介護保険 3,239 2,370 -869

厚生年金 35,822 26,211 -9,611

雇用保険 2,000 1,500 -500

社会保険計 61,417 44,976 -16,441

所得税 11,610 6,750 -4,860

控除計 73,027 51,726 -21,301

差引支給額 326,973 248,274 -78,699

高年齢雇用
継続給付金

0 0 0

在職老齢年金 0 40,000 40,000

手取額 326,973 288,274 -38,699

本人手取り比較

項目 60歳到達時 60歳以降 差額

給与 400,000 200,000 -200,000

健康保険 20,356 9,930 -10,426

介護保険 3,239 1580 -1,659

厚生年金 35,822 17,474 -18,348

雇用保険 2,000 1,000 -1,000

社会保険計 61,417 29,984 -31,433

所得税 11,610 3,700 -7,910

控除計 73,027 33,684 -39343

差引支給額 326,973 166,316 -160,657

高年齢雇用
継続給付金

0 30,000 30,000

在職老齢年金 0 90,000 90,000

手取額 326,973 286,316 -40,657

在職老齢年金

※「高年齢雇用継続給付
金」の受給資格者は、60
歳以上65歳未満である為、
その点は注意が必要です。60歳以降の給付金を

合わせた総収入

１分間ろうむスタディ

「在職老齢年金」とは、60以降も働いている厚生年金加入者が受給できる年金のことです。
この年金額は、基本的に給与月額と年金月額の金額によって調整されます。

給与月額＋年金月額

年金が減額２８万円以上

２８万円以下

６０歳～６４歳

年金が満額支給



知っ得情報 平成27年度 労働基準監督署調査方針
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☎0776(58)2470
北出経営労務事務所

担当：北出まで

ご不明な点は…

■■安心・安全に働くことのできる労働環境の整備■■
【職場における法定労働条件の確保】
①長時間労働の事業所への監督指導
時間外労働が多い事業場（月100時間超又は２～６
ヶ月平均で月80時間）に対して労働時間、割増賃金
等に係る労働基準法の規定の確認を行います。
なお、月60時間を超える時間外労働に対しては、
平成31年4月1日より割増率が50％となりますので、
注意が必要です。（現在は25％）
また、労働時間を適正に把握することについても
調査が進んでいます。

②賃金不払いへの監督指導
労働者からの申告で一番多いのは賃金不払いです。

③有給休暇制度の理解・促進への監督指導
ワークライフバランスを推進するため、その意義に
ついて周知啓発を図るとともに働き方・休み方の見直
しについて働きかけを行います。
→有給休暇について取得率などの確認
有給休暇については、正社員以外の短時間労働者にも
推進が必要となりますので注意が必要です。

【職場の安全と健康確保対策の推進】
①労働災害の減少
労働災害の減少に向けサービス業、運送業、製造業
建設業を中心に労働災害防止対策を推進します。
安全管理策の実施、安全管理者※、衛生管理者※、
産業医の選任※、衛生委員会等※
（※労働者50名以上）の有無についても確認します。

②定期健康診断実施による健康確保措置の実施
職場の定期健康診断を実施した結果 異常の所見が
あると診断された労働者について 医師から意見を
聴くことが必要です。

③化学物質による健康障害防止対策を推進します。
化学物質の取扱事業場に対して、特殊健康診断の実施、作業環境測定などの確認を行います。

今年に入り、労働基準監督署の調査が続いています。
前述したとおり、労働時間の適正な把握、
長時間労働の抑制、有給休暇の推進、健康診断結果の
フォローなどが調査項目に挙がっていますので、気に
なるところがあれば、今一度整備してみましょう。

平成27年度に入り、厚生労働省から「地方労働行政運営方針」が発表されました。
これは、27年度の地方労働局に対する運営方針であり、各労働基準監督署の調査はこの運営方針と
地方の状況によって決定されます。出来れば来てほしくない労働基準監督署の調査ですが、運営方針
を見ると今年度の方針が見えますので今からでも対策を立てておきましょう。

目的は、長時間の抑制及び超過労働による
健康障害防止を徹底するためです。

就業区分 対策

就業可能 通常の勤務

就業制限 労働時間の短縮、作業の転換、深夜業
の回数の減少など勤務の負担を軽減

就業不可 休業処置



6月の
おしらせ
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お出かけ情報

労働保険
年度更新

社会保険
算定基礎届

全被保険者の３か月間（４～６月）の総支給額の平均額を届出し、この届出内容に基
づいて毎年１回、標準報酬月額を決定し直します。これは、被保険者の実際の報酬と
標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするためのものです。
決定し直された標準報酬月額は、９月から翌年８月までの各月に適用されます。

今年も平成２６年度確定保険料及び平成２７年度概算保険料の年度更新の時期となり
ました。今年は、６月２日から７月１０日までが申告・納付期間となります。
年度更新に必要な書類は、５月末に労働局より定形外封筒にて郵送されています。
同封されているお知らせやパンフレットなどをご覧いただき、期間内に申告・納付を
してください。

住民税の納付
(納期の特例)

住民税を給与から天引き（特別徴収）している事業所で、従業員が１０人未満の場合
は、源泉所得税と同様に「納期の特例」として半年に一度納めることが可能です。
（別途、申請が必要です。詳細は各市町村にお問い合わせください。）
１２～５月分の納付は６月１０日（水）が期限となっています。

父の日は、お酒や海鮮おつまみなど父が喜びそうなものを送っています。
お酒好きの父ですが、ずいぶん前に身体を悪くして、お酒飲んでも大丈夫
かなと思っていましたが、お医者さんに「お酒は適度に飲んでもいいよ」
と言われているそうでお酒関係は大変好評です(笑)今年もそれで行こうかな
と(笑)それでも一番の父の日は家族で顔を見せることなのかなと思っていま
すのでしっかり親孝行しようと思います。(V)o￥o(V)

前
川

賢

前回の事務所ニュースで母親の誕生日にプレゼントを渡したので、母の日
には何も渡さない！と宣言していましたが、実は父親の誕生日も、母親と
数日違いなのです。ということで、誕生日の日に、父親にはプレゼントを
渡しました！こちらもなかなか奮発したのです。。。ということで、父の
日には何も渡しません！！(笑)でも、感謝の気持ちだけは言霊にのせて、
しっかりと伝えたいと思います(^_^)

編集後記

坂
野

孝
太

所
長

北
出
慎
吾

父の日…母の日に比べて悩みが増します。定番(？)のポロシャツをあげ続ける
こと数年、父の洋服ダンスがポロシャツだらけに(-”-)春先から夏にかけてポ
ロシャツ姿しか見かけないという事態になりました。これはまずいと、シャツ
やズボンなんかもあげてみましたが、何でしょうね、私、ピンクとかパステル
カラーあげちゃうんです。そしたら、なんだか愉快な姿に。いい加減軌道修正
をしなければ！！と今年も例年通り悩んでいるところです<m(__)m>

高
間

亜
希

父の日・・・(;･∀･)忘れがちですよねぇ・・・。(私だけか？！)感謝はして
いるんです！お父さん毎日ありがとうって気持ちはあったんです！けど父の
日に贈ったことがあるのは保育所で書いたお父さんの顔くらいですかね。母
には素直にありがとうが言えたのに父には中々言えなかった青春時代・・・
実父はもう亡くなっているので後悔が残りますね。父の日はもう贈れないけ
どお盆に父がこよなく愛した煙草をお供えしようと思います(*^^)

山
腰
沙
緒
里

父は定年退職してから、畑・酒・ソフトバレー・グラウンドゴルフが趣味に
なっていて、その中から毎年どれかひとつを選んで渡していたので、プレゼ
ントを考えるのは比較的楽だったのですが、今年は母の日に花壇を作ったの
で、父の日も大物を作ってあげようかなと思ってます♪(^-^ )♪ということで、

車庫の後ろの空きスペースに壁一面の大型の棚でもこしらえてみようか検討
中です p(･∩･)q 私は毎年お手製のかわいいプレゼントもらってます @(^-^)@

今年の父の日に何か贈りますか？

ふくいきらめきフェスティバル２０１５
NHK連続テレビ小説『花子とアン』などの脚本家として注目されている中園
ミホ氏の記念講演！イクメンワークショップやビューティーウォーキング講
座、積み木広場、おいしい物販売など子どもさんから大人まで楽しめます☆
☆会場☆ユー・アイふくい ☆お問い合わせ☆0776-41-4254
☆日時☆Ｈ27.6.20(土) 10:00～16:00

ふくいの手作り市場「いちごいちえ」
ハンドメイド雑貨のフリーマーケット♪布雑貨、アクセサリー、スイーツデ
コ、トールペイントなどなど！ハンドメイド雑貨のブースが並びます。
アーケードですので、雨天時も安心してお買い物できます♪
☆会場☆パワーセンターワッセ ☆日時☆Ｈ27.6.21(日)10:00～15:00


