
    2017年のテーマは【INNOVATION】 
を迎え、事務所も移転し、心機一転。お客様の

成長・発展を最大限支援し、スタッフが誇りをもって
働く事務所にするためのINNOVATION（革新）を取
り組んでいきます。 
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＊今月のことば＊ 
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◆開催要項◆ 
日時：２０１7年３月３０日（木）・３１日（金）９：３０～１７：００ 
会場：福井県自治会館 ２０１会議室 
  （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）※テキスト代を含みます。 
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。 
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〇明るい未来をイメージする○ 
3年後、5年後の自分はどうなっていますか？ 
どんな自分になっていたいですか？ 
明るい未来は自分を幸せにします。周りも幸せに 
します。明るい未来をイメージしよう！ 

新年あけましておめでとうございます‼ 

 
 

さてここでセミナーのご案内です‼ 

新入社員研修２０１７ 
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。 

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 

酉 

≪講師プロフィール≫ 
 北出慎吾（きたでしんご） 
 シナジー経営株式会社 代表取締役  
   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、経営者と
社員が共に幸せになる仕組みを展開し、 従業員1名
から500名規模の中小企業に特化した経営・人事コ
ンサルティングを実施。 強い会社を作るための人
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。毎
年開催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480人が参加し
ている。2014年より内定者研修を本格的に始動。 
 
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。 
北出慎吾 Blog：http://ameblo.jp/keiei-roumu/ 

２０１７年がスタートしました。今年の事務所
のテーマは 

「                          
            」です。 

皆様からのご愛顧により、事務所はとうとう

に突入します。昨年以上に今年

も皆様との関係性を深め、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
もどうぞよろしくお願い致します。 

 
地域NO.１の会社になるた
めには、教育に力を注ぎま
しょう！ 
参加特典として、6か月後の
フォ ローアップ 研修が
6,000円→5,000円‼ 
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北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。 

平成29年1月1日から65歳以上の方も新規で雇用保険に加入できるように

なりました。これにより、事業所管轄のハローワークに新たに雇用保険の
加入の届出が必要となってくる会社も出てきますので、ここで整理しておき
ましょう！ 

例1 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合 

【適用拡大の要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合】 

雇用した時点から高年齢被保険者となります。雇用した
日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに
［雇用保険被保険者資格取得届］を提出してください。 

例2 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用となる場合 

平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。 
平成29年3月31日までに管轄のハローワークに［雇用保
険被保険者資格取得届］を提出してください。 

※雇用保険の加入条件※ 
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること 
②31日以上の雇用の見込みがあること 

例3 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者（65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した 
   日以後の日において雇用されている被保険者）である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用 
   となる場合 

自動的に高年齢被保険者となります。 
届出は不要です。 

適用要件に該当するかどうかの判断基準は平成29年1月1日の時点です。 

65歳以上の方は平成31年度までは雇用保険料は免除されます。（変更になる場合あり） 

もし平成29年3月31日までの届出をする前に退職してしまった場合、平成29年1月1日から
退職までの間は雇用保険の被保険者となるので、被保険者でなくなった日の翌日から10日

以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者資格取得届も添えて提出が
必要です。 

高年齢求職者給付金について 

平成29年1月1日以降、以下の条件を満たせば65歳以上の労働者についても 
高年齢求職者給付金が支給されます。（年金と併給可） 

①離職していること  
②積極的に就職する意思があること  
③離職前1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上 
  あること  

６５歳高年齢者の 
雇用保険の適用拡大 

これまで 

 
平成29年
1月からは 

65歳以上の労働者は

条件を満たせば新規
で加入できます‼ 

65歳より前から雇用保険に加入している
場合は65歳になっても引き続き加入し続

けることはできたものの、一度喪失して
しまうと65歳以上の労働者は雇用保険
に新規加入することはできませんでした。 
 



メンタルヘルス不調者の 
職場復帰支援とは 
どのようなものですか？ 

ステップ１ 
病気休業開始及び
休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場
復帰可能の判断 

ステップ3 
職場復帰の可否判
断および職場復帰
支援プランの作成 

ステップ４ 
最終的な職場復帰

の決定 

職 場 復 帰 

ステップ５ 
職場復帰後のフォ

ローアップ 

*病気休暇届・診断書提出  
*休職する労働者へ必要な事務手続きや職場復帰支援の手順説明 
*休業中の情報提供（傷病手当、相談先、職場復帰支援サービス、休職期間 等） 
*最小限の引継ぎ後、休職開始。 
*休職中の事務連絡は労働者の状態によって、1か月毎→2週毎にするなど調整が必要 

*上司・人事・産業医面談 
 ・労働者の職場復帰意思、産業医による主治医からの意見収集、労働者の状態、 
  職場環境 等の情報を収集し、職場復帰の可否について判断する 
*職場復帰支援プランの作成 
 ・職場復帰日、管理監督者による就業上の対応、人事労務管理上の対応、産業医 
  による医学的見地から見た意見、復帰後のフォローアップ 等 纏める 

*正式な職場復帰の前に、社内制度として『試し出勤制度』を設けるとスムーズ 
 【模擬出勤】勤務時間と同様の時間帯にデイケアや図書館で過ごす 
 【通勤訓練】自宅から勤務職場の近くまで通勤経路で移動。 
        職場付近で一定時間過ごし帰宅する。 
 【試し出勤】職場復帰の判断等を目的として、本来の職場で試験的に 
        一定時間過ごし帰宅する。 
*労働者の就業可能レベルと職場の受入れ態勢とを総合的に判断して、 
 最終的な職場復帰の決定 

*職場復帰後のフォローアップ 
*時間短縮勤務、業務軽減などの措置を段階的に行いながら徐々に通常 
 勤務へと戻す期間が必要 
*管理監督者は、同僚に対して勤務上の配慮事項を明確に伝え、 
 職場復帰した労働者がスムーズに働けるように配慮する 

*労働者より職場復帰の意思を管理職または人事担当者に伝える 
*労働者は、主治医に復職の可否を尋ね、復職可能の診断書を書いてもらう 
*診断書をもとに産業医面談（診断書が不十分な場合は、同意を得て主治医へ情報提供依頼）  

【面談ポイント】・治療状況及び病状の回復状況の確認 
          ・業務遂行能力についての評価      
*リワークプログラム受講、主治医との情報交換、連携 

オススメ！働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』（ https://kokoro.mhlw.go.jp/） 

こころの病気のあれこれ･･･付き合い方やセルフケア、治療や生活へのサポート、職場復帰支援の事例紹 
介など情報満載。働く人・家族の方・事業者、上司、同僚・支援者などさまざまな立場の人がこころの 
病気と向き合うためのお助けサイトです！ 

『職場復帰支援』は、目的と役割を明確に。スムーズな対応のために・・ 
メンタルヘルス不調は人それぞれの症状や経過が異なり、なかなか完治せず、再発を繰り返すこともあります。 
『職場復帰支援』は、要休業の診断書がでた時点から始まり、休職中、復職前の調整、復職後のフォローアッ
プにいたる一連のプロセスを言い、メンタルヘルス不調者と主治医の他、管理監督者、産業医、衛生管理者、
人事労務担当者の役割を理解し連携をとりながら進めていくことになります。 
   （厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」参照→） 
   

 ●メンタルヘルス不調者にとっての職場復帰支援● 
  病気からの回復がゴールではなく、円滑に職場復帰し業務が継続できることを目指すもの 
 ●会社側にとっての職場復帰支援● 
  不調者が出たとき、手続きをスムーズに対応できる仕組みづくりと関連するリスクを 
  許容範囲まで最小化することを目指すもの 
 
～厚生労働省のオススメする職場復帰支援ステップ5～ 

https://kokoro.mhlw.go.jp/


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

あなたのアイデアを募集します。「な、なに～！」と北出スタッフを 
唸らせてください！！！ご応募頂いた方にはささやかなプレゼントを♪ 
〒910-0804 福井県福井市高木中央2丁目701番地ウイング高木２F 
北出経営労務事務所 ＨＡＭＥKOＭＩ部 まで!(^^)! 北出スタッフへの手渡しもＯＫです！ 

 

～来月のお題～ 

～今月のお題～ 
 

この形から 

想像できる 

ものを書いてください!(^^)! 
 

*́ 艸 *` 待っとるゾ～ 

HAMEKOMIシリーズ 
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法定調書 
（税務署に 
提出が義務 
づけられて 
いる資料） 

◆給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書） 
◆退職者の源泉徴収票、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 
◆不動産等の譲渡受けの対価の支払い調書 
◆不動産等の売買または貸付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     
                                                        提出期限・・・１月３１日（火） 

◆2016年10月～12月分の労働者死傷病報告（休業４日未満）の提出期限 
              ・・・1月末日【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（金） 

＊今月のお知らせ＊ 

1月の 
お仕事 

カレンダー 

「 HAMEKOMIシリーズ E（絵） 」第7弾！！ 
 今年最初のピカソは誰でしょう～♪♪ 
 

 『ｾﾍﾎﾟﾝﾏﾆﾊﾟﾄﾞｩｾﾖ』（竹内） 

  （あけましておめでとう） 

  韓国料理もドラマも大好き！！ 

『
一
旦
木
綿
』
（
坂
野
） 

ち
ょ
っ
と
短
い
が
・
・
・
（
笑
） 

アンビリーバボー！！ 
なんて柔らかい頭をお持ちなの！！？ 
(‘∀`)ｽﾝｳﾞｧﾗｯｯｽｨｨｨｨｨｨｨ♥ 

『双子だったの？ 
 一旦木綿て。』（新井）
坂野さん、かぶっちゃって
ごめんなさい。 

 『我が家の家訓』（北出） 
 皆さんの家にもありますか？ 


