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今年も新しい活力を迎え入れる季節が近づいてきました。
毎年恒例の新入社員研修を今年も行います。ぜひご活用ください。

◆開催要項◆
日時：２０１６年３月３０日（月）・３１日（火）９：３０～１７：００
会場：福井県自治会館 ２０２・２０３号室

（福井市西開発４丁目２０２番地１ バードグリーンホテル横）
講師：シナジー経営株式会社 代表取締役 北出慎吾
費用：お一人様２０，０００円（税別。テキスト代含む。）
対象：新入社員の方、入社２年目ぐらいまでの方
定員：４５名

◆セミナー内容◆
①オリエンテーション ⑦指示の受け方、報告の仕方
②なぜ新入社員研修が必要か ⑧ビジネス文書・メール
③あなたの第一印象 ⑨報告・連絡・相談
④学生と社会人の違い ⑩電話対応の基礎・実習
⑤言葉づかい、ビジネス会話 ⑪チームワークゲーム・感謝の手紙
⑥ビジネスマナー（実習） ⑫１年後の目標設定・発表

※内容が一部変更になる場合があります。

≪講師プロフィール≫
北出慎吾（きたでしんご）

特定社会保険労務士/人事コンサルタント

１９７６年福井県福井市生まれ。
「中小企業を元気にする」を使命に掲げ、経営者
サイドに立った社労士として、従業員数１名から
７００名規模の中小企業に特化した経営・人事コ
ンサルティング、社会保険労務士業務を展開し、
強い会社をつくるための人事制度、就業規則の作
成、モチベーションアップの社員研修、ビジョ
ン・行動指針づくりなど、経営者から高い評価を
得て業績アップに貢献している。考える社員の育
成、ビジネスマナーを中心とした新入社員研修は、
延べ445人が参加している。

著書：「行列のできる社労士事務所の作り方」
（２０１１年ぱる出版）

福井県商工会議所エキスパートバンク専門相談員、
福井県産業支援センター専門相談員。

２０１６年 新入社員研修

大好評

セミナー案内

～考える社員をつくる、ビジネスマナーを習得する、社会の厳しさを知る～

事業主様または教育ご担当者様に
後日、研修報告書をお送りいたします！

お申し込みは、http://kkr-group.com/seminarまで

地域NO.１になる秘訣は、教育に力を入れている会社！

今月のことば ●実践した者だけが見える世界を掴め
知識は実践して初めて実績・自信となり、知恵となる。
知識だけで終わらせるな。実践した者だけが見える世界がある。

新年あけましておめでとうございます！！
２０１６年がスタートしました。今年の事務所テーマは、 「深堀り season,2～strengthen the 
foundation～」です。昨年以上に、今年も皆様との関係性を深く深く掘り下げ、より強い信頼関
係を築いていきたいと考えております。本年も変わらぬご愛顧を宜しくお願い致します。

さて、今年の干支は、丙申（サル）ですね。「猿」と書かないところが難し
いですよね（笑）「丙」「申」にはそれぞれこんな意味があるらしいですよ。

「丙」・・・形が明らかになってくる時期
「申」・・・果実が成熟し、固まっていく状態

皆様からのご愛顧により、事務所も今年で9年目に突入します。事務所の方
向性をより明確にし、組織体制をしっかりと固め、皆様に感動して頂ける
サービスが提供できるよう、事務所をあげて頑張ります！（坂野）

http://kkr-group.com/seminar
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ワンポイントアドバイス

従業員に時間外労働・休日労働をさせるためには、年1回労使間で「時間外労働・休日
労働に関する協定届」の締結をし、労働基準監督署に届出する必要があります。

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

月給の人の残業手当は、どうやって計算すれば
いいのかしら？

労働者に時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

■■ 割増賃金率 及び 算出方法 ■■

法令で定める割増率、算出方法は以下の通りです。

■■ 割増賃金の算定の基礎 ■■

前述したように、割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たり

の賃金額」です。月給の場合、基本給のほか、各種手当も含めた月給を、１ヶ月の所定労働時間で割って、

1時間当たりの賃金額を計算します。このとき、以下の①～⑦は、労働と直接的な関係が薄く、個人的事

情に基づいて支給されていると判断されるため、基礎となる賃金から除外することができます。

■■ 具体例 A事業所に勤務するYさんの場合 ■■

Ａ事業所に勤務するＹさんが、今月のある1日について3時間（17：30～20：30）の時間外労働を

行った場合の計算を見てみましょう。

割増賃金額 ＝ × × 割増率
1時間当たり

の賃金額

時間外労働、休日労働、
深夜動労を行わせた時間数

① 家族手当 ⑤ 住宅手当
② 通勤手当 ⑥ 臨時に支払われた賃金
③ 別居手当 ⑦ １ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 子女教育手当

就業時間
９：００～１７：３０

休憩 ６０分
所定労働時間
7時間３０分（７.５時間）
年間休日 １１３日

Ａ事業所
Ｙさん給与

基本給 150,000円
役職手当 30,000円
家族手当 20,000円

※扶養家族１人につき、
10,000円支給。

・Ａ事業所の１ヶ月の所定労働日数
（365日―113日）/12ヶ月＝21日

・Ａ事業所の1ヶ月の所定労働時間
21日×7.5時間＝157.5時間

・Ｙさんの1時間当たりの賃金額
（150,000円＋30,000円）/157.5時間

＝1,142.85…円
・Ｙさんの時間外労働手当

法定内の時間外労働（17：30～18：00の時間外労働）
1,142.85…円×1.0×0.5時間＝571.42…円

法定外の時間外労働（18：00～20：30の時間外労働）

1,142.85…円×1.25×2.5時間＝3,571.42…円

以上より、571.42…円＋3,571.42…円＝4,143円 となります。

時間外労働 法定労働時間（1日8時間、1週間４０時間）を
超えて労働させた場合

2割5分以上

休日労働 法定休日に労働させた場合 3割5分以上

深夜労働 深夜時間帯（原則、午後10時から午前5時）に
労働させた場合

2割5分以上

※ 所定労働時間（会社で定める労働時間）を超えて、法定労働時間（1日8時間）までの労働に対しては、
法定内の時間外労働として、時給換算額の賃金を支払う必要があります。

※ 時間外労働が深夜に及んだ場合は、5割以上（2割5分＋2割５分）、休日労働が深夜に及んだ場合は、
6割以上（3割5分＋2割5分）の割増賃金を支払う必要があります。

※ 休日労働が法定労働時間を超えた場合であっても、割増賃金率は3割5分以上の率で足ります。

※ 上記手当については、このような名称であれば、全て除外できるというわけではありません。
例えば、除外できる家族手当…扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準としたもの。

除外できる通勤手当…通勤距離または通勤に要する実際費用に応じたもの。
除外できる住宅手当…住宅に要する費用に応じたもの。

※ あくまでも法定に基づく計算となりますので、自社の給与規程を確認の上、算出して下さい。



知っ得情報 パワハラの判例と企業の対応策

☎０７７６（５８）２４７０
北出経営労務事務所

担当：北出まで
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毎年めまぐるしく変わる助成金。返済不要の助成金ですが、知っているのと知らないのとでは企業の
戦略やキャッシュフローにも大きく影響します。そこで今回新たに創設された助成金を中心にお伝え
します。活用できる助成金がありましたらぜひご利用ください！
■■女性活躍加速化助成金■■
この助成金は自社の女性の活躍に関する「行動計画」や「数値目標」を掲げて、それに向けて取り組
みを実施した事業主に対して支給されるものです。いわゆる女性の活躍を会社を上げて応援する事業
主向けの助成金です。
助成金の内容は、大きく２つあります。

【要件】
①女性活躍推進法に基づき、「一般事業主行動計画」の策定
②「一般事業主行動計画」を労働局へ提出
③「一般事業主行動計画」を労働者へ周知、公表
④取組目標の実施（加速化Aコース）、達成
⑤数値目標の達成（加速化Nコース）
【取組目標例】
１．採用者に占める女性比率を向上させる
２．営業職で働く女性の人数を向上させる
３．勤続年数の男女差を縮める
４．管理職に占める女性比率等を向上させる
５．従業員全体の残業時間を月平均○時間以内とする

助成金はこれ以外にも細かい要件がありますので、活用をご
検討の企業様は一度ご連絡くださいませ！

知っ得情報 お役立ち助成金情報

種類 内容及び支給金額

加速化Aコース 取組目標を達成した中小企業事業主に30万円
※労働者数300人以下の事業主

加速化Nコース 取組目標を達成した上で、「数値目標」を達成したすべて
の事業主に対して30万円

２つ合わせると60万円（但し、いずれも1コース1回限り）

30万円

30万円

■■育休復帰支援プランコース■■
労働者の育児休業の円滑な取得、職場復帰を促進するために「育休復帰支援プランコース」があり
ます。これは、中小企業事業主が、
①育休復帰プランナーの支援※を受け、
②育休復帰支援プラン※を 作成した上で、
③プランに基づく取組を実施し、
④労働者が育児休業を取得した場合、
⑤職場復帰した場合に、
それぞれ助成金を支給するというものです。
【要件】
①女性活躍推進法に基づき、「一般事業主行動計画」の策定
②「一般事業主行動計画」を労働局へ提出
③「一般事業主行動計画」を労働者へ周知、公表 ※その他いくつかの要件があります。

種類 内容及び支給金額

育休復帰支援プランコース（取得時） 育児休業を取得した場合 30万円

育休復帰支援プランコース（復帰時） 育児休業後職場復帰した場合 30万円

※【育休復帰プラン】
育休復帰プランナーの支援を受け
労働者の円滑な育児休業の取得、
職場復帰を支援するためのプラン

※【育休復帰プランナー】
育休厚生労働省が委託する事業者の委嘱を
受け、事業主が育休復帰支援プランを作成
する際に、相談対応やアドバイスをする者

２つ合わせると60万円（但し、いずれも1コース1回限り）



１月の
おしらせ
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法定調書

法定調書の提出期限は2月１日（月）です。
≪法定調書とは≫

・給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）・退職所得の源泉徴収票、特別徴収票
・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払い調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

１月のお仕事
カレンダー

◆労働者死傷病報告（休業４日未満）の提出期限・・・２月１日（月）
（１０月～１２月） 【提出先：労働基準監督署】

◆所得税の納期の特例を受けている事業所の納付期限・・・1月20日（水）

お出かけ情報

201６年の抱負をどうぞ～！！

明けましておめでとうございます！今年も新たなスタートを迎えることがで

きました。9年目に突入した今年のテーマは「深掘り～Season２」です。

深掘りの奥深さを知った2015年。2016年も引き続き、深掘りを進め、

更なる地盤強化に努めます。また、せっかく年末に痩せたので、この体重を

維持しながら長かった30代を締めくくろうと思います(V)o￥o(V)所長 北出慎吾

前川 賢

坂野 孝太

山口 洋平

新年明けましておめでとうございます٩(๑❛ᴗ❛๑)۶今年も宜しくお願いいたし

ます(*´艸`*)今年は日記を続けたいなと思っています(๑´ㅂ`๑)実はもう10年

くらい毎年心に決めているのですが、どんなに続いても２月中ごろまで

で・・・(๑¯ ³¯๑)♪今年は、量的には一言くらいでもいいからなが～く続け

たいなと考えています♡正月ムードも落ち着いた２月が最初の壁です・・・。

明けましておめでとうございます(^○^)今年の抱負は昨年に引き続き「肉体

改造seson2」でいきます。昨年は結婚式もあり、熱心に取り組んだ肉体改

造ですが、最近はさぼってます（笑）新婚さんが必ずと言っていい程周りか

ら言われる、「お前めっちゃ太ったやん！あぁ～あ、幸せ太りはいいよね

～」のくだり、なんとしても阻止します！今年もよろしくお願いします。

高間 亜希

明けましておめでとうございます(*´ω｀*)本年も宜しくお願い致します♪♪

今年はウサギさんと一緒に遠出ができるように訓練をしていきたいと思います

₍₍ ( ๑˃ ◡ ˂ ๑)◞♡ お留守番の姿に非常に哀愁を感じていたので、今年は色んな

ところに連れて行って遊ばせてあげたいなぁ(๑• ㅁ• ๑)✧

ふしぎの世界 大トリックアート展
作品と写真を撮って楽しめるトリックアート（だまし絵）の展示会
ワークショップもありますよ
☆日時☆平成２８年１月１日（金）～１月１１日（月） ☆場所☆西部福井店
☆料金☆おとな ６００円、こども ３００円

和倉温泉冬花火と海鮮まるごと大鍋とうまいもん市
雪に映える幻想的な冬花火と、カニ・牡蠣・甘エビ・イカだんごなど日本海の冬の味覚が
入った2000食分の海鮮大鍋が味わえます。 ☆日時☆平成２８年１月１０日（日）
☆場所☆和倉温泉シーサイドパーク （山腰の実家そば！！）

今年は『深謀遠慮』を胸に行動していきたいと思います p(･∩･)q 遠い先ま

で深く考えて計画を立てて行動するってことらしいです。最近業務に追われ

てる感じが強いので ε=ε=┏( >_<)┛将来の自分のあり方を考えて今年一年過

ごしたいですね。家ではちょうど保険も見直していますが、夫婦の老後や子

供3人の教育費や積立を数字にすると考えるとゾッとしますね (´Д`|||)

山腰 沙緒里

明けましておめでとうございます！！！昨年の12月より新入社員としてス

タッフの一員となりました山口洋平と申します！！！仕事に対する前向きさと

向上心だけは誰にも負けません∠( ﾟдﾟ)／ｳﾘｬｰ!!!  早く一人前になり、お客様の

お役に立てる存在となれるよう全力で業務に取り組んで参ります！！！ちなみ

にこう見えて読書が一番の趣味です！！！


