
福井県の中小、ベンチャー企業を  
経営・人事・労務の視点で元気にする 
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<お客様インタビュー>  美容業×キタデ  

http://www.amare.jp/ 
 

－御社の仕事・業務内容を教えて下さい 
心もお肌も元気に美しくをモットーに18年間続くエステサロンです。 

真剣に悩まれるシミ・シワ・たるみを最新のマシンで安全に早くお悩みを解消すること
で多くの方の希望となり喜ばれています（60・70歳代の方も多いですよ♪） 
－今一番力を入れていること・事業はどんなことですか？ 
美の最先端をお客様に提供する事です。 

特に、シミと言えばアマーレと定着してきた今日、新マシンも導入して以前のマシンと
の併用でシミの種類別に対応可能になりました。 
そして昨年の12月に発売した新商品「アマーレＨジェル」は大好評いただいています。
今後はＴＶショッピングやネットショップにも展開していく予定です。 
新商品のパック製品化に向けて現在開発中です。 
－これまで仕事をしてきて一番感動したエピソードを教えて下さい 
最近70代のお客様から「ありがとう、ありがとう、私はいつまでもキレイでいたい!! 
死ぬまで通い続けるよ!!」という声に感謝の気持ちでいっぱいになりました。 
「美」のパワーは心も元気に美しくなりますね。 
－どのようなお客様にお店を利用していただきたいですか？ 

美容は自分磨きの一つでもあるので、ご本人様の希望や時期もそれぞれでタイミン
グがあると思います。そのため、いつでも情報を提供し続けられるように広告誌への
掲載は続けています。 

ご興味を持っていただいたり、お肌の改善と思いの方はお気楽にご連絡下さいませ。
お待ちしております。 
－将来のビジョンを教えて下さい 
お客様に愛される、必要とされる存在であり続けたいと思っています。18年間続く事
業を日々進歩させていくために新たな商品開発にも取り組んでいきたいですね。 
 
 
 

  
株式会社アマーレ  
代表取締役  山中 美恵様  
 

〇経験者にノウハウがたまりスキルがつく○ 
ノウハウがない、スキルがないから勝負しない、行動を 
しないというのは大変な勘違い。ノウハウがたまるスキル 
が身につくチャンスを見逃すな。いくらマニュアルがあろ 
うと経験者と未経験者では天と地ほどの違い。 

新商品 
アマーレＨジェル 

 

完全予約制です 

http://www.amare.jp/


北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。 
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【去年＆一昨年】最新法改正情報まとめ 

【過去挙がったもの】 
・インターバル制度 
・ＬＧＢＴ 
・安全衛生 
・助成金改訂事項 
・求人票との整合性 

 項  眼 内  容 助 成 額 

ものづくり補助金 

【概要】 
ものづくり補助金とは、中小企業が取り組む、革新的なサービスや試作品開発にか
かる経費を補助してくれる補助金です。 
【公募期間】 
平成30年2月28日(水)～平成30年4月27日(金) 
 
【事業類型】 
 ①企業間データ活用型･･･複数の中小企業・事業者間でデータ、情報を 
  共有し、連携体全体で共同で新たな商品やサービス取り組みなどを行う。 
 ②一般型･･･中小企業が行う革新的なサービス開発・試作品開発に必要な 
  設備投資に対しての支援。                
 ③小規模型･･･設備投資を伴わない試作開発等にも支援。 

【補助対象経費】 
・機械装置費、技術導入費、専
門家経費、運搬費、クラウド利
用費など 
 
①【補助率】3分の2 
【補助上限額】1,000万円 
連携体1社あたり＋200万円 
連携体内で配分可能。 
②【補助率】3分の2 
【補助上限額】1,000万円 
③【補助率】3分の2 
【補助上限額】500万円 

IT導入補助金 

【概要】 
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツー
ル（ソフトウエア、サービス等）を導入する経費の一部を補助することで、業務効
率化・売上アップをサポートする補助金です。 
【公募期間】 
平成30年3月28日（水）より開始予定。 
 
【補助対象事業者】 
主に、サービス業に従事する中小企業、小規模事業者（飲食、宿泊、小売・卸、運
輸、医療、介護、保育等）が対象。 
【支給要件】 
申請時に生産性向上計画の作成提出をし、ITツールを導入したことによる成果の報
告、ITツールを提供した事業者に対する評価をHPに公開する事。 

【補助対象経費】 
・簡易税務・会計処理、POS
マーケティング、簡易決済、在
庫・仕入管理、顧客情報管理に
おける業務プロセスを効率的に
するためのIT機器の導入の際に
掛かる費用 
 
 
 
【補助率】2分の1 
【補助下限額】15万円 
【補助上限額】50万円 

小規模事業者 
持続化補助金 

【概要】 
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の雇用者比率、それによる持続的発
展のための販路拡大に向けてサポートする補助金です。 
【公募期間】 
平成30年3月9日（金）～5月18日（金） 
 
【補助対象事業者】※以下の要件に該当する小規模事業者。 
卸売り・小売業・サービス業は常時使用する従業員の数が5人以下。 
製造業その他の業種に関しては、常時使用する従業員の数が２０人以下。 
【支給要件】 
県内外、国外などへの販路開拓、業務効率化のための事業計画を提出し、受理され
た場合。 

【補助対象経費】 
・機械装置費・広報費・展示会
等出展費・開発費・車両購入
費・委託費・外注費 
 
 
 
 
【補助率】3分の2 
【補助上限額】50万円 
※100万円(賃上げ、海外展開、
買物弱者対策に該当した場合) 

【平成３０年度】抑えておきたい 
 最新補助金情報！！ 

平成３０年度補助金情報が解禁となりました(＾◇＾)助成金に比
べ、採択率が厳しいと言われていますが、その分支給金額が大き
いこともメリットです。これから新しいことにチャレンジしてい
く会社には強い味方となるので要チェックです☆彡 

 
 

小規模企業者人材育成補
助金 
 
語学力や技能向上を目的と
した研修にかかる費用に対
する補助。 
 
限度額5万円 

生産性向上設備投資支援
補助金 
労働生産性の向上を目的と
した設備設置にかかる費用、
IoT化に要する費用に対する
補助。 
 
限度額100万円 

新市場開拓補助金 
国内・国外で開催される展
示会を開催されるうえで掛
かる費用に対する補助。 
 
 
国内30万円  
国外50万円 

グッドデザイン開発支援
補助金 
 
自社商品のパッケージデザ
インの開発経費に対する補
助。 
 
限度額50万円 

中小企業団体人材育成補
助金 
語学力や技能向上を目的と
した研修を開催する費用に
対する補助。 
講師、会場借料費、 
教材費などが対象。 
限度額90万円 

中小企業団体販路開拓補
助金 
県外・国外での展示会を開
催する際に掛かる費用に対
する補助。 
 
 
限度額50万円 

国の補助金 

ものづくり支援補助金 
 
新技術・新商品開発にかか 
る開発経費等に対する補助。 
 
 
限度額110万円 

平成30年度 
福井市中小企業向け 

補助金制度 
詳しくは当社まで 
ご確認ください！！ 
0776-58-2470 
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寒かった冬も終わり、本格的な春の到来です。この時期は新入社員の入社を控えている会社も多く、健

康診断に関するご相談を多く頂きます。労働者の健康確保の為に、健康診断の実施は会社の義務となっ

ていますので、この機会に健康診断の種類、対象者の範囲等をチェックしておきましょう。 

■■健康診断実施の目的■■ 
会社は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなり
ません。義務違反を犯した場合には50万円以下の罰金に処せられます。健康診断は、労働者の総合的
な健康状況を把握する為、また有害物質などによる健康被害を早期に発見する為に実施します。労働
者の健康状態を把握した上で、就業の可否、適正配置等を判断するために必要となります。 

■■健康診断実施の種類■■ 

健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期 

雇入時の健康診断 常時使用する労働者 雇入れの際 

定期健康診断 
常時使用する労働者        
※特定業務従事者を除く 

1年以内ごとに1回 

特定業務従事者の健康診断 特定業務に常時従事する労働者 
特定業務に配置換えの際6ヶ月
以内ごとに1回 

海外派遣労働者の健康診断 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 
海外に6ヶ月以上派遣する際 
帰国後国内業務に就かせる際 

給食従業員の検便 
事業に附属する食堂または炊事場に
おける給食の業務に従事する労働者 

雇入れの際 
配置換えの際 

【一般健康診断】 

※常時使用する労働者とは？？ 
①期間の定めのない契約により使用される者であり、かつ、②労働時間が通常の労働者の労働時間の
４分の３以上である者をいいます。ただし、期間の定めのある者であっても更新により１年以上使用
されることが予定されている者は該当します。パートタイマーやアルバイトも含みます。 

※特定業務とは？？ 
労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務をさします。例：深夜業を含む業務、坑内業務等 

特殊健康診断 
鉛業務、高圧室内業務等              
詳しくは⇒2014年8月号をチェック！！ 

じん肺健診 粉じん作業 

歯科医師による健診 
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯
又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを
発散する場所における業務 

【特別の健康診断】 
次の有害業務に常時従事する労働者に対しては、原則として、雇入れ時、配置換えの際、6ヶ月以内
ごとに1回（じん肺健診は管理区分に応じて1～3年以内ごとに1回）それぞれ特別の健康診断を実施し
なければなりません。 

 
会社の健康診断実施は義務
ですか？？詳しく教えて下
さい。 

※健康診断の費用は会社が負担するの？？ 
労働安全衛生法第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法律で会社
に実施の義務を課している為、当然に会社が負担すべきとされています(昭和47.9.1 基発第602号) 

https://www.kkr-group.com/keieiroumu/2014-8keieiroumu.pdf
https://www.kkr-group.com/keieiroumu/2014-8keieiroumu.pdf
https://www.kkr-group.com/keieiroumu/2014-8keieiroumu.pdf
https://www.kkr-group.com/keieiroumu/2014-8keieiroumu.pdf


『食レポ ni Kitadeee！』、記念すべき 
第１回は、新井が担当します！ 
食レポ・・ん～・・・食レポ？？ 
ピカン！!わたしがレポートできるもの 
は「アレ」しかないっ！！そう閃いた 
３月の風がまだまだ冷たい日曜日。 
わたしは「アレ」を食すと決めて娘と 
車に乗り込みました(^^)/ 
 
行った先は、あわら市。 
そうです、わたしの地元あわら市（笑） 
そうです 、 ”ちはやふる”推しなあわら 
市です！そして、やってきました、 
スイカの屋根が目印！きららの丘（JA） 
「アレ」あるかな・・ワクワク感を抑え 
           中ヘ( *´艸｀) 
 
 
 
 
 
          ありました！！ 
          サツマイモ！ 
          焼き芋～！！ 
          ホッカホカー！！ 
         毎年フラリとこの 
         きららの丘によると、 
福井県の名産までのし上がった、あわら 
市富津地区のサツマイモが焼き芋として 
売られているのです！ぬぬぬー！ 
とみつ金時と糖蜜芋！！２種類あるんだ！ 
「おばちゃん両方(‘ω’)ノ！！！」 
このお芋たちを食して、美味しさを伝え 
れば、この食レポも終わり・・・ 
ですが、わたしは、終わりません。 
このお芋を最高の場所で食そう！！ 
 
 
      

＊今月のお知らせ＊ 

雇用保険料率 平成30年度は会社負担・個人負担共に雇用保険料率の変更はありません。 

１月から３月までの期間で、労働者が業務中等に負傷し、休業（４日未満）を要し
た場合、 ４月２７日(金)までに所轄労働基準監督署へ届け出が必要です。 

 会社・事業主が厚生年金被保険者個々分を負担する税金です。 平成30年度より税 
 率が0.29％に引き上げられる見込みです。※変更の可能性もあります。 

労働者死傷病 
報告の提出 

子ども・子育て
拠出金 

 
 
というわけで、 
やってきたのは、 
あわら市北潟湖。 
 
しかし、3月の寒い空気が 
ピュウピュウ吹いている北潟湖は寒く、 
橋を渡れぬ・・( ;∀;)次行ってみよう！ 
また、サイクリング日和の5月に来るね！ 
 
         続いて来たのは、農産 
         物直売所「風羽里」展 
         望台。さつまいも畑と 
         風車ブンブンしている 
         場所から、北潟湖が 
         バシッと見える場所で 
         す。・・・サムー！ 
         風車そりゃ回りますわ 
         ね、ブルブル( ;∀;) 
お芋食べれるかーい！景色を堪能して次の 
場所へ。春夏は直売所もオープンしていて、
お野菜買ったり、アイス食べてのんびりで 
きるみたいです。7月に来るね！ 
ちなみに、ここで見る星空、キレイなんで 
すと👂 隠れスポット、どうぞ！ 
 
もう、あそこしかない。地元ならではの 
お芋食レポスポットへ移動です。 
（もう、この時点でうちの娘は、 
 若干あきれ気味。いつも母に振り回され 
 ています笑(*´з`)） 
 
そうです！ 
あわら湯のまち駅 
前にあるココ！ 
ゆけむり横丁！ 
( *´艸｀) 

ではなく、そのお隣にある芦湯！！ 
 
 
 
 
 
やってきました足湯芦湯！ 
ここです、ココ、ココ。この芦湯の中に 
掘りごたつ風足湯があるんです。 
飲食OK。 おおおお！温かい。 
     お隣のお客さんは本を読んで 
     います。そのお隣のお客さん 
     は音楽を聞きながらタブレッ 
     トでなにやらしています。 
ここは自由なのです。以前、夜に来たと 
きは、お酒を飲んでいるお客さんがいま 
して。・・良い。・・憧れ・・♡ 
そう思って、今日は、娘をつれてココで 
焼き芋を食すわけです！ 
というわけで、 
食リポをようやく開始 
します。富津の焼き芋 
は、あたたかくても 
冷えていても（笑）、 
甘～くてしっとーり 
する美味しさでした。 
わたしは糖蜜芋が好き 
ですね。とにかく甘い。 
食レポ第１回というこ 
とで、わたしの自由さ 
と地元への愛を全面に 
出した回としました。 
あわら市は、 ”ちはやふ 
る”や温泉以外にも、 
ホッこりできる食べ物と 
場所がありますよ！（完）       
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春うらら～！さっ♪4月ということでこのホッと息抜き4面
コーナーもガラリと新企画登場です！ 

ジャカジャカジャカジャン！「食レポ ni kitadeee !」 
事務所スタッフが気のおもむくまま、タイトルの通り、食レポ
しちゃいます★さぁ、食レポに行くでぇ‼ 

社会保険の 
保険料率 

 
平成30年3月より社会保険料率が変更となりました。 
健康保険 9.990％ ⇒ 9.980％ (会社負担：4.990％ 本人負担：4.990％)      
介護保険 1.650％ ⇒ 1.570％ (会社負担：0.785％ 本人負担：0.785％) 
※都道府県により健康保険の料率は変わります。各都道府県の料率は↓ 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara

