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今月のことば●苦難やチャレンジは自分の伸びしろである 
苦難やチャレンジをどう考えるか。伸びしろと考えることで可能性が 
どんどん広がる。 
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      201６年新入社員研修のご報告 セミナー案内 

        新入社員フォローアップ研修 

おかげさまで今年で８年目を迎えた新入社員研修。参加人数は２４社４８名！若さ溢れる
フレッシュな新社会人たちに、ビジネスマナーや社会人としての心構えを学んで頂きまし
た！緊張した面持ちで真剣に研修に取り組む姿はとても眩しかったです(^^) 
◆１日目◆ 
1日目は主にグループディスカッション、講師とのやりとりを通じて“受身の姿勢では社
会ではやっていけない事実”、“社会人としての責任の重さ”の理解がテーマでした。2
人１組で相手のことを紹介する「他己紹介」からスタートし、「新入社員研修はなぜ必要 

か」、「学生と社会人の違い」、「新入社員でもできること」、「会社の目的は何か」をディスカッションし、そ
して講義を致しました。また、後半には身だしなみや言葉遣いなど職場におけるマナー講習を行いました。 
◆２日目◆ 
1日目のマナー講習で学んだお辞儀、名刺交換、紹介の方法、電話応対などの知識全てを総動員させるロールプレ
イングからスタート！各グループが練習を重ね、一丸となって頑張りました。その他、ビジネス文書や正しい報・
連・相のやり方を学び、最後は両親への感謝の手紙、1年後の目標設定で研修完了！研修後は疲れもあったでしょ
うが、受講生たちは充実感溢れる晴れやかな表情で会場を後にしました(^o^)2日間という短い期間でした 
が、1日目と2日目では顔つきも変わり、成長を感じさせて頂くことができまし 
     た。受講生の皆さんのご活躍と幸せを心より祈っております！！！ 

“教育”は継続して行うことでより高い効果が得られます。 
弊社では、毎年９月に“フォローアップ研修”を開催しております。この“フォローアップ研修”
では、社会人として飛躍するコツを習得してもらうことを目的としています。開催要項はこちらの
紙面、ホームページなどでご案内いたします。お楽しみに！【９月2８日（水）に開催予定です】 

5月1日はメーデーです。 
世界各国で行われる労働者の祭典という位置づけで、祝日の国が多いそうです。 
日本は内容がかぶっている勤労感謝の日もありますし、前後に休みがあるので祝日にはな
らないみたいです。祝日になれば挟まれた2日も休みになって、確定5連休が発生するのに
～～～ (≧ε≦)  

労働者の権利と要求を掲げて日本でも各地でデモンス
トレーションが行われていますが、もともとは8時間
労働要求（仕事8時間・休み8時間・自分の時間8時
間）を掲げたストライキが起源だそうです。今では法
的に8時間を勝ち取っていますので、労働者が団結す
ると制度を変える大きな力となります。   

経営者サイドは、労働条件や規則等を
見直すいいタイミングですよp(･∩･)q    

（前川）  
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労働者の雇用形態には様々なものがあると聞き
ました。具体的な内容について教えて下さい。 

 労働者の雇用形態を大きく分けると、「正規雇用」と「非正規雇用」の二つがあります。
平成28年2月に公表された総務省の労働力調査によると、非正規雇用の割合は、労働者全体
の37.9%で、約4割を占めている状況です。正規、非正規と一言で言っても、その種類は
様々なので、厚生労働省が紹介している雇用形態を中心に見ていきましょう。 
 

■■正規雇用：短時間正社員■■ 
  
短時間正社員とは、次のどちらにもあてはまる労働者をいいます。 
・期間の定めのない労働契約を結んでいる 
・時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同じ事業所に雇用される同  
   種のフルタイムの正社員と同等である 

契約社員とは、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている労働者をいいます。このよ
うな期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであ
り、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。１回当たりの契
約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。また、有期労働契約が繰り返し更新されて通
算5年を超えた時は、労働者の申し出により、無期労働契約に転換できるルールがあるので
注意が必要です。 

パートタイム労働者とは、１週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と
比べて短い労働者をいいます。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっ
ても、この条件を満たせばパートタイム労働者となります。パートタイム労働法では、公正
な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むこと、昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓
口の明示を文書で行うことなどを義務づけています。 

■■非正規雇用：派遣労働者■■ 
  
労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社（派遣元）との間で労働契約を結んだ上で、派遣元
が労働者派遣契約を結んでいる会社（派遣先）に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命
令を受けて働くというものです。労働者派遣では、法律上の雇い主はあくまで人材派遣会社
になります。よって事故やトラブルが起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処し
なければならない為、注意が必要です。 

業務委託や請負といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が
支払われる為、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われます。基本的には「労
働者」としての保護を受けることはできません。物品の製造や加工などを個人で行う家内労
働者や、HPの作成などを個人で行う在宅ワーカーも、基本的には「事業主」とみなされます。 

 
♣ ♣ ワンポイントアドバイス ♣ ♣  

労働者の正規雇用化、処遇改善等に取り組む事業主を対象に、助成金の支給といった国の支援が
ありますので、ぜひ有効活用して下さい。助成金のお問い合わせは北出経営労務事務所まで(^○^) 

 

■■非正規雇用：パートタイム労働者■■ 
  

■■その他：業務委託（請負）契約を結んで働く人■■ 
  

■■正規雇用：正社員■■ 
  
法律上、正社員の定義は存在しませんが、一般的には次のような労働者をいいます。 
・期間の定めのない労働契約を結び、フルタイムで勤務している 
・派遣労働者として雇用されていない 
・時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが長期雇用を前提とした待遇 
 である 

■■非正規雇用：契約社員（有期労働契約）■■ 
  



 知っ得情報 平成28年4月 助成金特集 
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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… 
今回は主に雇用やキャリアアップなどの教育に関する助成金
についてお伝えしました。最近、助成金は要件が厳しくなっ
ておりますので活用の際には要件を確認するなど事前対策を
お勧めします。「うちに合う助成金はないの？」などいつで
もご相談くださいませ。 

■■  ■■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会社の人事異動を断ったら懲
戒処分の対象になるん

じゃ、、、 

3年以内既卒者等採用定着奨励
金 

平成28年度は新設の助成金や今まであった助成金が統合され、助成金情報が満載です。今回の「助成金
特集」を機会に現在発表されている内容を整理し、自社で活用できるものがあるかご確認くださいませ。
主に雇用とキャリアアップ関係の助成金をご紹介しています。（主に中小企業対象） 
 
対象 助成金名 内容・ポイント 助成金額 

高年齢者 
（65歳以上） 

高年齢者雇用開発 
特別奨励金 

ハローワーク等の紹介により65歳以上の高
齢者を1年以上雇入れた場合に支給 
・雇用保険資格喪失から3年以内の雇用で 
 あること 
・雇用保険資格喪失以前1年間に被保険 
 者期間が6ヶ月以上あること 

○短時間労働者（50万円） 
○短時間労働者以外 
       （70万円） 
※６ヶ月毎2回に分けて支給 

既卒者 
 

3年以内既卒者等 
採用定着奨励金 

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大
および採用・定着を図るため、既卒者等が
応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を
新たに行い、採用後一定期間定着させた場
合に支給 
・平成31年３月31日までに募集等を行い、
平成31年４月30日までに対象者を雇入れ
ること 

○既卒者等（1人目）  
１年後（50万円） 
２年後（10万円） 
３年後（10万円）計70万円 
※2人目以降 
 3年で35万円に減額  
○高校中退者（1人目）  
１年後（60万円） 
２年後（10万円） 
３年後（10万円）計80万円 
※2人目以降 
 3年で45万円に減額 

有期雇用者 キャリアアップ 
助成金 

有期雇用で雇い入れたものを6ヶ月以上雇
用し、一定の条件を満たし、正社員や無期
雇用に転換した場合に支給 
・事前の計画提出が必要 

○正規雇用等転 
有期→正規：60万円（人） 
有期→無期：30万円（人） 
無期→正規：30万円（人） 
※派遣労働者を正規雇用で直
接雇用する場合、１人当たり
30万円加算 
※母子家庭の母、父子家庭の
父家庭場合は加算あり 

女性の活躍 女性活躍加速化 
助成金 
 

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関
する『数値目標』と、その達成のための
『取組目標』を行動計画に策定し、『取組
目標』及び『数値目標』を達成した場合に
支給 
・事業主行動計画の提出が必要 
 

○加速化Ａコース 
取組目標を達成（30万円） 
※中小企業のみ 
※１事業主１回限り支給  
○加速化Ｎコース 
数値目標を達成（30万円） 
※１事業主１回限り支給  

制度導入 
教育訓練 

キャリア形成推進 
助成金 

評価制度や教育制度を導入したり、社員教
育、職業訓練の計画を立て、教育訓練を実
施した場合に訓練に投じた費用と訓練に参
加した賃金の一部を助成 
・事前の計画提出が必要 
 
※重点訓練コース 
・若年人材育成（採用5年以内35歳未満） 
・熟練技能・継承 
・成長分野 
（医療/介護/情報通信/建設、製造の一部） 
・グローバル 
※セルフ・キャリアドック制度 
 職業人生を通じて、職務能力やキャリア 
 の点検、見直しをする制度 

○制度導入（各々５０万円） 
教育訓練・職業能力評価制度 
セルフ・キャリアドック制度 
技能検定合格報奨金制度 
教育訓練休暇等制度 
社内検定制度 
○訓練導入 ※一部のみ紹介 
重点訓練コース 
 賃金助成（800円/時間） 
 研修助成（1/2 15万円） 
  時間20～100時間未満 
一般訓練コース 
 賃金助成（400円/時間） 
 研修助成（1/3 7万円） 
 時間20～100時間未満 

主に雇用とキャリアアップの 
助成金をご紹介 
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労働保険 
年度更新 

平成２７年度確定保険料及び平成２８年度概算保険料の年度更新時期となりました。 
今年は、６月1日（水）から７月１１日（月）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月末に労働局より郵送される予定です。 
同封されているお知らせやパンフレットをご覧いただき、期間内に申告・納付してください。 

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。） 
１１～５月分の納付は６月１０日（金）が期限となっています。 

住民税の納付 
（納期の特例） 

雑学 
LABO 

山口おすすめ本 
『やっぱりおまえはバカ
じゃない』 
著者：吉野敬介 
 （小学館） 

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

おすすめ本紹介！！ 

    

５月はゴールデンウィークですね(*´艸`*)我が家は相変わらず予定はないのですが、今年は長男が１

人で東京の叔父の所にお出かけします(；ﾟДﾟ)すっごく心配なのでひょっとしたら尾行してるかもし

れません(笑)「東京の駅はすごいんだから！！迷ったら二度と出られないよ！」って言っても「１人

で行ける！ついてくんな(`Д´)」と・・・。成長の喜びと切なさを噛みしめる日々です(笑)（高間） 

  

  坂野おすすめ本 
『あ、「やりがい」とか
いらないんで、とりあえ
ず残業代ください。』  
著者：日野瑛太郎  
（東洋経済新報社） 

 私は本を購入する時、タイトルのインパクトで直感的に決めることが多
いのですが、その話で言うと、今回のオススメ本のタイトルは衝撃的でし
たね（笑） 現代の日本社会を生きる我々には、最大のタブーとされている
仕事の「やりがい」否定について、深く切り込んだ内容となっています。 
「キャリア面談で、上司が「何でも話してくれ」というので、つい本音を
言ったら、突然態度が冷たくなった（25歳 営業職）、残業しないで帰る
と周囲の視線が厳しいので、業務時間内はあえて能力の50%で仕事をして
いる（30歳 開発職）など、日本社会で働く人のリアルを滑稽に書いてい
るのが面白いですね（笑）仕事に「やりがい」を見出せないのはダメなこ
となの？お金のために割り切って働くのはダメなことなの？などなど、働
くことに悩んでいる人にオススメです。イラストもなかなかシュールです。
クスッと笑えて良い息抜きになりますよ（笑） 
 
 

災害時に役に立ったもの！！ 
先月も熊本で大きな地震があり、甚大な被害が出ました。たくさんの被災者の方が苦しい生活を強いられています。
決して他人ごとではなくいつ自然災害に見舞われるかは誰にもわからないので可能な限り備えをしておくといいで
すね！！雑学とは違うかもしれませんが被災者の声から作られた災害時に役に立った一覧がありましたのでその中
から、当たり前に身の回りにあるけれど忘れそうなものを少しご紹介します！！ 
■サランラップ(水が足りなくなるので汚さないようお皿に被せたり、負傷箇所の保護にも役立ったそうです。) 
■アルミホイル(お皿にしたり調理器具にもなります。アルミホイルで簡易ランプも作れます。) 
■ビニール袋(大きめのものなら被る事で防寒対策にもなり、小さなものは懐中電灯に被せて 
 ランタンとして使う事もできるようです。) 
■新聞紙(折ってスリッパにしたり、防寒対策にもあれば役に立つようです。) 
いざとなったら防災グッズを持ち出すことも難しい状況になるかもしれませんのでサバイバル術 
を少し学んでおくことも大切かもしれませんね！！ 
 

今回紹介する本は、私が高校時代に恐らく30回は繰り返し読んだものです。
サブタイトルが「偏差値25からの超大学受験術」ということで、著者が偏差
値25の暴走族からわずか4ヵ月で偏差値を60以上も上げ、複数の名門大学
合格をモノにしたノンフィクション本です。「オレは受験を決意してからの
4ヵ月間、1日20時間は勉強した。22時間もあったし、2日徹夜したときも
あった。」、「睡魔が襲ってきたら、手の甲に針を刺して目を覚ましたりす
る。（中略）1日にユンケル黄帝液を4本飲んでいた。」当時高校生だった私
にとって全ての内容が衝撃でした。この本を読むと「最強の目標を持った人
間に限界はない」、「劣等感を持つヒマがあったら、勉強をすればいい」と
いう気持ちになります(◎o◎) 小さな文庫本の中から灼熱のエネルギーが溢
れ出ています。最近無気力になりがちな人に特におすすめです(^^)きっとこ
の著者の他の本も読みたくなるでしょう！ 


