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今月のことば●情報収集に手間とカネを惜しむな
情報は企業の命。孫子曰く、情報収集の労を惜しんでいては、
戦略は立てられない。精度の高い情報は手間とカネがかかる。
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２０１６年新入社員研修セミナー案内

開催迫る！！

≪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。

◆開催要項◆
日時：２０１６年３月３０日（水）・３１日（木）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。

～受講生の声～

今回の研修に参加する事で学生と社会人の違いをさらに知るきっかけとなりました。

この新入社員研修で学んだことは一生利用できるものだと感じました。

他己紹介によって相手に興味を持つことで相手を知り人見知りもなくなると実感しました。したことがない取り組みですごく楽しかったです。

社会人としてのマナーなどの講習は受けてきましたが、今回の研修で新しく学ぶことが多くあり自分の未熟さを痛感しました。

できていると思っていたビジネスマナーが全く身についていない事を思い知らされました。

新入社員でもやれることはたくさんあるんだなと気づかされました。

「何のために働くのか」この研修で意識が変わりました。

お客様に愛されることが会社が成長するカギになることだと思いました。

新入社員であってもできること、挨拶、積極性、コミュニケーションを取っていきたいと思います。

人材育成のプロが御社の人材を“人財”へと導きます！！

当日、お待ちして

おります！！

旅立ちの季節ですね(*^_^*)慣れ親しんだ場所や親しい仲間に
別れを告げ、たくさんの人たちが新しい場所へと飛び立って
行く季節です・・・。寂しさの中にも新しい生活への希望が
溢れ、何とも言えない複雑な心境になった卒業式を思い出し
ました( つД｀)･ﾟ･｡･ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟしかし、別れもあれば出会
いもあります♪弊所に新たにスタッフが加わりました☆☆

あなたは・・・
「ラブラドール・レトリバー」

笑顔がとってもかわいらしく、柔ら
かい雰囲気の女性です(*´艸`*)社労
士試験にも合格してます(^O^)♪
弊所恒例(？)犬占いをしてもらいま
したので左をご覧ください♪犬占
いって何気に当たってる気がします
(*´艸`*) （高間）

愛想が良く、社交的で誰からも好かれる
人です。
人を押しのけるのが嫌いで、
みんなと仲良くすることが信条な、
まとめ役を率先してやるタイプ
です。

New face

小林千賀子

3月18日(金)
申込締切



けいえい
ろうむ
相談室

★★ ワンポイントアドバイス ★★

業務上か業務外かを判断するのは、あくまでも労働基準監督署です。個々の事例や

その解釈の仕方によって判断が分かれることもありますので、一度ご相談下さい。
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社員が休憩中に階段から落ち、怪我をしました。

このような業務を行っていない間の事故は、労

災の対象になりますか？

■■業務上の判断■■
業務には、その業務に対しての準備や後始末といった当然に付随するものがあります。この

ような付随する行為は、業務行為の延長と考えることができるため、業務災害と認められます。
※ 例えば、会社で制服に着替えることが当然の行為の就業前に制服に着替えている時の怪我は、業務上と認められる可能

性がありますが、就業後に化粧を直している時の怪我は、業務上とは認められないと考えます。

■■業務の前後や休憩時間中における判断■■
出勤して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業

主の支配管理下にあると認められますが、実際には業務を
行っていません。この時間に私的な行為によって発生した災
害は業務災害とは認められません。就業時間前や就業時間後、
休憩時間中は通常自由行動であり、単に事業場の福利施設を
利用するような行為によって発生した災害は、業務災害とは
認められません。

労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡を業務災害といいます。業務災害は
基本的に業務中に発生すると考えられますが、就業時間前後や休憩時間中であったとしても、
業務災害と認められる場合があります。

就業時間前後はもちろん、休憩時間中は業務に従事しておらず、原則として自由行動を許さ
れています。このような事業に従事していない時間の災害であっても、事業場の施設・設備や
管理状況などが原因で発生した災害は、事業用施設の管理下にあるものとして、業務災害とな
ります。また、生理的必要行為や作業と関連がある必要行為など、就業中であったら業務行為
もしくは業務に付随する行為と考えることのできるものであれば、業務上と考えることができ
ます。
※ 例えば、階段の手すりのネジが緩んでいて、それが原因で階段から落ちて怪我をしたような場合、業務上と認められる

可能性がありますが、休憩中にキャッチボールをしていて、頭にボールが当たったような場合は業務上とは認められないと

考えます。

■■社内行事における事故は労災？？■■
運動会や宴会などの社内行事は、一般的に業務外と判断されます。しかし、事業主の指示で

参加が強制されたり、世話役が職務として参加したり、通常の出勤として取り扱われる場合な
ど、例外として業務上の災害と認められることがあります。

準備・後始末行為

（更衣・整理・洗

面など）

業務行為に通常または当然に付随するもの

自由行動や単なる福利施設利用行為

業務上

業務外

就業時間前後

休憩時間中

自由行動

私的行為

事業場施設またはその管理に起因する

私用で外出

業務上

業務外

事業場施設またはその管理に起因しない

生理的または作業と関連のある必要行為など



知っ得情報 新入社員秋の意識調査
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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…
新入社員の意識変化は、会社として非常に気になるところです。
キャリアアップ、向上心が組織の成長に大きく影響しますので、
人間力の教育、スキルアップ教育など定期的な教育をぜひ
実施しましょう。
弊社では3月に新入社員研修を実施していますのでご活用くださいませ。

■■女性のキャリアアップ意識が低い傾向に■■
「あなたは管理職になりたいですか」という設問に対し、女性新入社員の73.0％が管理職に
「なりたくない」との回答。この結果は、前年調査から変化はありませんでした。
ちなみに男性新入社員は 62.0％が「なりたい」と回答しました。
向上心のある女性もたくさんいるのですが、この結果は寂しい感じがしますね。

あと１ヶ月もすると新入社員が入社される会社も多いと思います。昨年春に入社された新入社員の
活躍はいかがでしょうか。日本生産性本部が発表した「2015年度 新入社員秋の意識調査」では
春に入社した新入社員がどのような心境で働いているのかの興味深いデータが載っています。

女性 男性

2014年秋 2015年秋 2014年秋 2015年秋

なりたい 27.2％ 27.0％ 65.5％ 62.0％

なりたく
ない

72.8％ 73.0％ 34.5％ 38.0％

女性 男性

2014年秋 2015年秋 2014年秋 2015年秋

１．自分の裁量で仕事を勧めたい 30.4％ 20.0％ 17.3％ 22.8％

２．より高い報酬を得たい 17.4％ 40.0％ 28.6％ 46.5％

３．様々な業務に挑戦したい 34.9％ 30.0％ 36.8％ 18.4％

４．認められたい 13.0％ 10.0％ 15.3％ 11.4％

５．その他 4.3％ 0.0％ 2.0％ 0.9％

■■管理職になりたい理由はより高い報酬を得たい■■
「管理職になりたい理由はより高い報酬」。前年度は「様々な業務に挑戦したい」でした。

■■キャリアプランに反する仕事はしたくない！■■
「自分のキャリアプランに反する仕事を、
がまんして続けるのは無意味だ」
とする回答が設問設置以来最高の43％
となりました。
キャリアプランをどこまで考えているかに
よりますが、自分のやりたい仕事しかしな
いのは大きな問題ですね。上司には厳しい
結果です。

■■プライベートを充実したい！■■
「残業が少なく、平日でも自分の時間を
持て趣味などに時間が使える職場を好む」
との回答が81.1％と設問設置以来最高と
なりました。

図：キャリアプランに反する仕事をがまんして続けるのは
無意味だとの回答割合

■■なりたくない理由■■
１．自分の自由な時間を持ちたい
２．専門性の高い仕事がしたい
３．重い責任ある仕事は避けたい
４．組織に縛られたくない



雑学
LABO
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３月の
お仕事

カレンダー

・平成２８年度の健康保険料率・介護保険料率は据置きとなりました。（福井県）
・所得税の確定申告期限は３月１５日（火）です。
・新入社員の受け入れ準備は整っていますか？
・４月から年度がかわる事業所様は、新年度のカレンダーや３６協定の締結の
準備もお忘れなく。

今月よりお出かけ情報に代わり、雑学・裏技などをご紹介していきます v(＾O＾)v

今月から最終ページが大きく変更になりました～ Σ(･口･)

雑学LABOでは、毎月雑学や裏技を紹介していきますが、他の方が何を紹介するか私もワクワクしま

す o(*^▽^*)o おすすめ本紹介コーナー 、これが困難(´Д`|||) 私は上で紹介されている様な本はほぼ

読まない、というかむしろ絵のない本を読まないので、そっち系を紹介しますね ♪(^-^ ) ♪（前川）

補助金

今年も、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金の募集が開始されました。
申請期限4月13日（水）
・一般型：補助上限1,000万、補助率2/3
・小規模型：補助上限500万、補助率2/3
・高度生産性向上型：補助上限3,000万、補助率2/3

ものづくりの新技術創出、革新的なサービス開発や生産プロセスの改善を行う企業が対象

山口おすすめ本
『私の嫌いな10の言葉』

著者：中島 義道
（新潮社）

どれだけ知ってます？ 電話番号サービス！！
110（警察）、119（救急車）、177（天気予報）、117（時報）

111（線路試験用）、104（番号案内）、115（電報）107（新幹線通話：新幹線乗車中の方へアナウンス）

136（ナンバーお知らせ：最終電話番号確認）、142（ボイスワープ：転送）、

144（迷惑おことわり：迷惑番号登録）、159（空いたらお知らせ：相手の通話が終わったら連絡）

171（災害ダイヤル）、188（消費者ホットライン）、189（児童相談所）

0862248899（ドラえもん）、0336042000（リカちゃん）、0663090177（宇宙人）

0178458228（お経）、0726335566（花子さん）、09044444444（貞子） (((ｏﾟДﾟ))｡
高額請求にご用心！！！ (≧ヘ≦) 

通称「戦う哲学者」と呼ばれている中島義道の本を私は愛読しています。
今回は入門書として『私の嫌いな10の言葉』と『私の嫌いな10の人々』を
推薦させて頂きます(^ ^)
さて、世の中で無条件に「良い」とされている常識があります。笑顔の絶

えない人、常に感謝の気持ちを忘れない人、いつも前向きに生きている
人・・・。
普通の感性を持った人ならば上記の人たちに好感を持つものですが、著者

の中島義道は彼らこそ大嫌いな人種だと言い放ちます(~ ~メ) その理由は本書
に預けますが、さすが哲学者ということで目から鱗の連発！読むと思考が
グッと深まり、考え方の幅もガッと広がります ＼ (｀^´)／
ちなみに「今でしょ！」でお馴染みの林修先生（東進ハイスクール予備校

講師）も中島義道の大ファンで、ほぼすべての本を持って
いるらしいです。読めばわかる!!! 読めばハマる!!!!!!!

北出おすすめ本
『ターゲット』
著者：ジェローム・シュン
シャン（高橋書店）

『ゴディバ』と聞くと 高級チョコレートと思い浮かぶ方も多いと思います。
今はゴディバ全体の売上の1/3を日本が占めています。ε=ε=(ノ≧∇≦）ノ
この本にはゴディバが5年間で売上を2倍にした理由が書かれています。高級

チョコレートであるゴディバは、贈り物として買ったり、もらうことはあります
が自分用として買ったことはないという人も多いのではないでしょうか。チョコ
レート好きの私も自分用としてゴディバのチョコレートを購入したことはなく、
もっぱらプレゼント用です。(*｀･へ･´*)ﾄﾞﾔｧ
お客様や社員の中には次の2つの意見があったようです。

「ゴディバは高級ブランドの洋服のように憧れの存在であるべきだ」
「もっと気軽に行ける場所にするべきだ」
一見対立しているように見える意見をとりまとめ一つの戦略を打ち出したゴディ
バは中小企業の戦略立案に大いに役立ちます。お客様との距離を縮め、敷居をな
くす戦略。当社にも通じることがありますね。

┗(｀・ω・´)┛ﾌﾝﾇｯ! 

おすすめ本紹介！！


