
 

 このことは重要なことであり、改めて言う
必要はないかもしれない。自分がお客に
なったときのことを考えてみよう。こちら
が明らかにこの商品を探しに来たと分かっ
て品定めをしている姿に、ふと気づいて背
中に向かって微笑む（いらっしゃいませ）
のアイコンタクト。お客様とちらっと目が
合うわけではないが、気づいて何となく場
の空気が和らぐ。これが一人ひとりのお客
様満足に繋がっていく。スタッフの無関心
な通り過ぎ、素知らぬふりが、無視されて
いることへの不満が湧いてくる。 
もうこの店へは来ない、このホテルには来
ないと思ったことが誰にでもあるだろう。
お客様と接するのは、第一線のアルバイト、
パート社員、派遣社員、正社員である。雇
用のスタイルは様々でもお客様に接するこ
の人々が、お客様の評価のカギを握ってい
る。 
 
逆さまのピラミッド 
 
ここに、１枚の図がある。 
今あなたはどこのクラス 
にいるか？ 
たぶん、役員クラスだろう。 
お客様に接しているのはほとんどの場合一
般社員だ。受付、商品の受け渡し、一番電
話を取る。お客様の海に接しているのはこ
の社員である。役員は、幹部は、その方々
を支援する役割を担っている。お客様に温
かな気配りをもって接することができるよ
う、働く環境を全力で整えることが経営者
層の役目である。 
 

「君はなぜこの銀行に応募したのですか？」  
 ある都市銀行の役員面接であった。未だ身体
になじまないリクルートスーツを着た女子学生
は緊張の顔で答えた。 
「ハイ。私は4年前〇〇大学に合格した時、入学
金納付のために、こちら様の銀行にまいりまし
た。所定の手続きを終えると、窓口の女性が
『おめでとうございます。4年間お勉強がんばっ
てくださいね。』とにっこりして受領書控えを
渡してくださいました。私は嬉しさで胸がいっ
ぱいになり、卒業したらこの銀行に入ろうとそ
の時決意いたしました。 
そして一生懸命勉強いたしました。今ここにい
るのが夢のように嬉しく思います。」と一気に
話した。 
 役員の方々は、紅潮した顔で話す、聡明・誠
実な彼女の姿とその感動を与えた女子行員の温
かい心配りに深く頷いた。  
 女子学生は、高いハードルを越えて、その銀
行の女性行員となった。 
 入行後、この女性はきっと銀行のファンをた
くさん作り、銀行にとって得がたい人となるこ
とだろう。 
  
会社がお客様を失う理由 
  

 ノードストローム（アメリカの高級百貨店）
は、そのサービスが伝説としてお客様の口から
口へと伝えられている。（『サービスが伝説に
なる時』ダイヤモンド出版） 
 この本の中に、企業が顧客を失う理由というの
がある。 
 １位 従業員の無関心な態度  68％ 
 ２位 商品への不満      14％ 他 
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 2017年4月11日(火) 足利地場産センターにて、社会保険労務士資格保有者・税理士 
川村 浩氏による、メビウス講義第181回『一億総活躍プラン 働き方改革で労働環境の大

変化！テーマ別重点基本ポイント徹底解説』を行いました。本年1月1日より改正施行さ
れた育児・介護休業法について、また、有期労働契約の無期転換などが中心となりま
した。こちらでは当日のダイジェストをご紹介いたします。 

自社としての対応をどうするか 

テーマ別重点基本ポイント徹底解説 

働き方改革で労働環境の大変化！ 
一億総活躍プラン 

［育児休業等の適用モデル］ 

              産後     1歳  1歳 6ヶ月      3歳                       小学校就学 

                                               

 

   育児休業 

   短時間勤務 

   所定外労働の制限 

   時間外労働の制限 

   深夜業の制限 

   子の看護休暇 

 

 

［介護休業等の適用モデル］ 

            （要介護度） 

              低                                               高 

                                               

 

   時間外労働の制限 

   所定外労働の制限 

   短時間勤務                         （3年間） 

   介護休業                                     （93日） 

   深夜業の制限 

   介護休暇 

育児・介護休業法の改正 

［育児休業等の適用モデル］ 

              産後     1歳  1歳 6ヶ月      3歳                       小学校就学 

                                               

 

   育児休業 

   短時間勤務 

   所定外労働の制限 

   時間外労働の制限 

   深夜業の制限 

   子の看護休暇 

 

 

［介護休業等の適用モデル］ 

            （要介護度） 

              低                                               高 

                                               

 

   時間外労働の制限 

   所定外労働の制限 

   短時間勤務                         （3年間） 

   介護休業                                     （93日） 

   深夜業の制限 

   介護休暇 

1歳～1歳半まで
完全に休む 

6時間勤務 

残業なし 

残業少しだけ 
育児休業・・・完全休業から部分復帰してくる等（だんだん手が離れる、軽くなる） 

完全に休む 

6時間勤務 

残業なし 

残業少しだけ 

①介護休業と短時間労働勤務が独立した措置に変わりました。介護休業は93日間を最大3分割で  
    取得できるようになり、短時間勤務は３年間に亘って利用することができるようになりました。 

②『上司・同僚などが職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害   
  する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない』という規定が追加されました。 

育児休業等の適用モデル 

介護休業等の適用モデル 

社会保険労務士資格保有者  
  税理士 川村 浩氏 

浅沼経営センターグループ常務取締役 

お客様の人事労務相談や制度構築、 

会計・申告・提案業務など、幅広い対応を      

行っている。 

 

介護休業・・・短時間勤務から完全休業等になる等（だんだん負担が重くなる） 
ポイント 



有期労働契約の無期転換 

契約社員やパート社員など期間の定めのある労働者（有期契約労
働者）については、平成２５年４月１日以降に開始された有期労働
契約の期間が通算して５年を超えた場合、労働者が申込むことに
より無期労働契約に転換されます。 

                       ⇒ 無期転換５年ルール 

 ５年 

１年 

申込 ↑ 
締結 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

↑ 
転換 

無期労働契約 

  申込期間を設定する （例）契約期間満了日の30日前 

当日はたくさんのお客様にご参加いただきました 

① 無期労働契約に転換されるだけで、正社員転換されるわけではありません。 
② 平成２５年４月１日以後の日を初日とする有期労働契約について適用されます。 

定年後の継続雇用者については、「第二種計画認定・変更申請書」を作成し、都道府県労働局長の 
認定を受けると、無期転換５年ルールの対象外となります。 

定年後の継続雇用者の特例 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

↑ 
更新 

雇用確保措置 

定年 

※パート労働者であっても 
無期労働契約の場合は 
対象となります！ 

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 

1年 1年 1年 1年 1年 

1年 1年 1年 1年 1年 

就業規則に記載する 

無期労働契約 

無期転換に伴うポイント 

 ※「第二種計画認定・変更申請書」 ⇒ 平成30年3月31日までに届出・認定 

①正社員、無期・有期パート社員、嘱託社員等、雇用形態が多様化しているため、 
  人事制度を体系化して、就業規則等を整備しておく必要がある。 

   （例）職務、勤務地、賃金（賞与や退職金なども含む）、労働時間（出勤する曜日など） 
 

②有期労働契約の場合でも、雇用の上限を何歳までとするか、第二定年などを設けるかなど   
  決めておくとよい。 

有期労働契約を自社としてどう考えるのか、無期転換５年ルールをどう適応するのかなど、 
自社に合った人事制度を構築する必要があります。 

7月号から、新年度のメビウス講義の掲載となります。いよいよ新プログラムが始まります。どうぞお楽しみに。 

ポイント 

1年 1年 



今月のニュース＆データコンパクト 

  

 ふるさと納税 曲がり角 返礼品｢3割上限」通知         

2017.2.1 日本経済新聞 

2017.4.1 毎日新聞 

  ツイッター利用17歳以上 4歳から引き上げ                         2017.3.29 日本経済新聞 

短文投稿サイトのツイッタージャパンは、米アップルのiphone向けのアプリ使用の

年齢制限を4歳以上から17歳以上に引き上げたことを明らかにした。変更は世界共

通。若い利用者を有害情報から守るためだが、ネット上では｢アプリが突然消え

た」などと話題になっていた。変更があった3月25日以降にアプリをアップデート

すると反映される仕組みで、保護者が子供のiphoneの一部アプリを使えなくする

｢機能制限」を設定していると、利用できなくなる。ツイッタージャパンの担当者 

  1日8000歩で還付金  ドコモと医療保険  

総務省がふるさと納税の｢適正化」に乗り出す。地方自治体の返礼品競争が過熱す

る現状を放置できないというわけだ。ただ、豪華な返礼品が制度の注目度アップ

に一役買ったのも事実。政府の締め付けが強まれば、寄付が下火になるかもしれ

ない。制度は曲がり角を迎えている。そもそもふるさと納税の返礼品は｢自治体独

自の取り組み」として広がった。自治体側には返礼品を寄付の呼び水にすると 

は、｢ツイッターには、世界各地のさまざまな情報が集まっている

が、想定外のものに出合う可能性がある」と変更の理由を説明し

た。ツイッターを巡っては、援助交際など犯罪の温床になってい

るとの指摘やテロリストによる投稿が問題視されている。 

東京海上日動あんしん生

命とドコモは、1日の歩数

が8000を超えると還付金

が出る医療保険を売り出

す。健康への取り組みを

保険料に反映させる仕組

みで、腕に巻くウエアラ

ブル端末を貸し出し歩数

を毎日計測してもらう。

ITを商品開発に生かす動

きが保険業界で活発に

なってきた。8月に保険商

品を取り扱う首都圏のド

コモショップで販売し、

秋から全国の代理店でも

販売を順次始める。       

歩数が多い人ほど健康志

向が高い傾向が認められ

ており、生活習慣 

の改善で負担が軽くなれば加入者の裾野も広が

る。多くのデータが集まれば病気発生率などの

リスク分析が正確になり、保険料の詳細設定に

つながる。ITを駆使した保険商品開発には他社

も力を入れている。 

同時に、地元特産物を全国へPRする狙いもあった。しかし、

返礼品の調達にお金がかかりすぎると、都市に比べて税収

が少ない地方応援するという制度本来の目的が達せられな

くなる。自治体への影響も含めて改善や見直しが今後の課

題となる。 

  悩む女性の相談役 DV・離婚･･･支援の幅広がる 2017.4.7 日本経済新聞 

厚生労働省はドメスティックバイオレンス(DV)などに悩む女性の支援体制を強化

する。地方自治体で相談業務を担う｢婦人相談員」の月給の基準額を今年度から 

約4割引き上げた。相談件数の増加やDVや離婚、借金など相談 

内容も多様化しており、幅広い支援に対応できる人材が不足し

ているため。同省は社会福祉士などの専門知識を持つ人材を確

保し、手厚い支援体制の整備を目指す。婦人相談員の月給は勤

務実態に応じ各自治体が決めており、これまで国は最大で基準

額(10万6800円）の半額を補助。厚労省はこの基準額を14万

9300円まで引き上げた。婦人相談員の人材育成も強化する。 



          ブラックホール撮影計画 
・・・・世界7か所で一斉観測・・・・  

  共働き経済圏動く   60兆市場成長担う 

2017.4.3 読売新聞 

夫婦が共に働く共働き世帯の増加に伴い、消費の姿が変わりつ

つある。家事の時間節約につながる商品・サービスの購入が増

えているほか、世帯収入の増加を背景に利便性のある高い東京

都心に住宅を購入する世帯も目立ち始めた。民間試算によると、

この3年間で増えた共働き世帯の所得は、約9千億円に上り、う

ち2千億円程度が消費に回った。こうした「共働き経済圏」が時 

   ロボ脅威論を超えて 問われる使いこなす力                                     2017.4.23 日本経済新聞 

ロボットは人の雇用を奪う反面、導入した企業の生産性を高

める効果が期待できる。マッキンゼー・アンド・カンパニーは、

ロボットの活用が進めば世界全体の労働生産性を年間0.8％か

ら1.4％高めることが可能になると分析する。脅威論を克服し、

ロボットを使いこなせるかどうかが、国家、企業、個人それ

ぞれの競争力を左右する。雇用不安の広がりを防ぐには政府、

企業それぞれの取り組みの重要さが増す。どの国も持続的な

成長には生産性の向上が避けては通れない時代になっており、

ロボットと共存共栄することを前提に議論が必要だ。 

目に見えない巨大ブラックホールを世界7か所の電波望遠鏡で

とらえる日米欧などの国際共同研究が始まる。巨大ブラック

ホールの周囲にある円盤上のガスを一斉に観測することで、

暗黒の天体の姿を浮かび上がらせる計画で、成功すれば、巨

大ブラックホールの存在を初めて直接的に確認する快挙とな

る。観測対象は銀河系の中央付近にあるとみられ、銀河系の

外れにある地球からは約2万6000光年離れている。質量は太陽

の約400万倍、直径は太陽の約17倍と推定され、銀河系の成り

立ちに重要な役割を果たしていると考えられている。早けれ

ば、今夏にも最初の画像を公開したい考えだ。 

2017.4.22 日本経済新聞 

間節約消費の拡大にとどまらず、日本経済のけん引に育つかど

うかは、購買力の高いパワーカップルが一段と増えることが条

件になりそうだ。これに対し、待機児童の解消や配偶者控除の

抜本的な見直しが急務となる。 



経営者のためのインフォメーション 

  

 

 

妻の扶養年収｢103万円の壁の引き上げ」の注意点!! 

 今年度の税制改正での最大の論点は、｢配偶者控除の年収上限･･･いわゆる103万円の壁」
の改正でした。平成30年分以降の所得税より改正されます。 
 年末に発表された税制改正大網においては、この改正の位置付けとして、パート主婦層に

対して｢･･･“就業調整”を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から･･･」と明記されて
います。 
 いわゆる“就業調整”については、企業・事業主にとっても雇用上の重要な課題ですが、
今回の改正により｢朗報となるか」といえば、実際の運用にはいくつかの注意が必要です。 

◆お問合せ先： NPO法人 女性のためのビジネススクール メビウス事務局◆ 
 栃木県足利市本城2-1901-8  TEL：0284-41-1324 FAX：0284-41-1340   

 詳しくは、事務局にお尋ねください！ 

 ｢改正後の配偶者特別控除」については、夫の所得金額が900万円以下であれば、妻が 

｢年収150万円」まで働いても、配偶者控除と同じ38万円満額の控除を受けられる、という 

ことで、この点が「パート主婦の年収103万円の壁が150万円に引き上げ･･･」と大きく  

報道された点です。 

 これに合わせて、これまでは妻の所得金額が「76万円未満(給与年収141万円未満）」で 

なければ適用が受けられなかったところが、｢123万円以下(給与年収では約201万円以下）｣ 

まで拡充しています。 

１ 

     改正後の配偶者控除と配偶者特別控除 

 ｢妻がもっと働いても、夫が38万円の所得控除を受けられるようにしよう」というのが、 

今回の改正の趣旨です。しかし、実際の改正内容はこのような単純な内容ではなく、｢増税」

と｢減税」が織り交ざっています。平成30年からの具体的な控除金額は次のとおりです。 

老人控除対象配偶者 
控除を受ける本人（夫側）の所得金額（給与年収） 

９００万円を超え９５０万円（１，１７０万円）以下 

 ９５０万円を超え１、０００万円（１，２２０万円）以下 

控除対象配偶者  

控除額  

３８万円 ９００万円（１，１２０万円）以下 

２６万円 

１３万円 

４８万円 

１６万円 

３２万円 

≪改正後の配偶者控除≫ 

「配偶者控除」については、今までは夫側に所得制限がありませんでした。しかし改正
後は、夫の所得金額に応じて控除額を減額することとなり、所得金額が1,000万円を超
えると（給与年収で1,220万円を超えると）、まったく適用を受けることができません。 
したがって「配偶者控除」自体は「増税」です。 

※ 



皆様のご要望により講義内容が変更になる場合もございます。 

ご了承ください。 

<日 時> ： ５月１６日（火） 
６月１５日（木） 

１３:００～１６:００ 

<場 所> ： 足利地場産センター 

    

表情は目から入る言葉 
  
 人間が持つ能力を大別すると、3つある。 
1．知識能力 
2．言語能力 
3．態度・表現能力 
 
 アメリカの心理学者、アルバート・メラビアンは、
表現能力の大切さを次のように言っている。 
 
 表現能力を100とすると、 
1．顔の表情  55％ 
2．言葉    38％ 
3．声のトーン  7％ 
  
 ある精神科医へ、一人の青年が訪れた。 
 彼は沈んだ顔つきで、「先生、私は不幸な人
間です。会社では誰も私の仕事を認めてくれな
いし、同僚ともうまくいきません。私生活でも友
人と呼べる人は一人もいないのです。私は全く
不幸な人間です。どうしたら幸せになれるので
しょうか」。 

 この青年の訴えに、精神科医はいとも簡単に
笑顔で答えた。 
 「君、今からでも幸せになれるよ。君の持って
いる笑筋（口のまわりの筋肉）を活発に動かすこ
とだね。そうしたら、きっと幸運が次々と訪れてく
るよ」。 
  
表情は運命をも変えていくのである。 
あなたはどんな表情で人と話しているだろうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主宰 浅沼公子 

～ 経 営 セ ン ス の 磨 き 方 ～  

 ビ ジ ネ ス キ ャ リ ア を 鏡 で 磨 く  

経営のための会計  相 続・贈 与   

<講 師> ： 税理士 原田 尚信 

<日 時> ： ７月１９日（水） 
８月２３日（水） 

１３:００～１６:００ 

<場 所> ： 足利地場産センター 

<講 師> ： 7月   税理士 三上 洋子 
<講 師> ： 8月   顧 問 関田 恭裕 

５月「相続税」を具体的に理解する 
６月 贈与・自社株対策・保険対応編 

7月 会計を知る 会社の知識を学ぶ 
8月 資金と銀行 キャッシュフローを学ぶ 

経営のヒント 



  

加持 靖代さん 

 ちくちくのへや 
https://chikuchikunoheyacamo.jimdo.com/ 

大切な人のお誕生日や記念日に、心を込めて手作りいたします。 

身近なものをつかってかわいいものを作ります。子育ての時間の中から「あったらい

いな」と思うものを、子育てママや子供たちに手づくりを通してお伝えしています。

オリジナルデザインを楽しみたいあなたのために心を込めてハンドメイドします！ 

お客様のイメージをカタチにします。  

ハンドメイドクラフト教室・販売 

工作・手作り教室開催。  

イベントへの出店。  

 年齢・会場・参加者さまのスキルにあった手作り時間をご提案。 

屋外・屋内イベントでご希望のワークショップを出店します。 

手づくり教室のご案内 

｢お花のプラバンブローチ」 
見た目涼しいプラバンブローチを作ります♪ 
好きな色・好きなパーツでオリジナル 
アクセサリーにしましょう！ 

〈日 時〉 

〈場 所〉 

〈予 約〉 

〈参加費〉 

詳しくはHPをご覧ください。 

6月11日（日） 

グランツガーデンに出店します 

当日受付します 

ひとつ５００円 

10:00～15:00 

太田市産業支援センター 

   お見積り・ご相談等はお気軽にどうぞ！  
 
 お問い合わせはHPのフォームより承ります。  

▲加持 靖代さん 

事務局は波乱万丈♪ 
今月の担当は 

副主宰 三上洋子 

 皆さんこんにちは。 
今号より、事務局全員による持ち回りでのコラム執筆となります。ジェットコースター
のように過ぎていく時間の中で感じる、私たちの率直なあれこれをお読みください。 

 突如として出現したプレミアムフライデー。私には関係ない。関係してもらっては困る。 

仕事に支障をきたすため、実施は逆に困るという方多いのでは。 
 一方、「ハッピーマンデイ」はどうか。 
 2000年から制定された「強制的に休みとなる月曜日」。国民の祝日を月曜日に移動し、三連
休の「余暇を過ごしてもらう」制度だ。成人の日、体育の日、敬老の日などが移動した。学校
はもちろん休みだ。これ以上休日を増やしてどうするのか。さらに、体育の日以外詳しい由来
は知らないが、毎年日付が変わることで意義が薄れる気がする。 
 これが気ままな立場であれば休日何をしようか、と算段する楽しみもある。私にもあったの
だと思う。しかし今はどうだろう。家族中が家にいるというストレスは並ではない。勝手に自
分だけが好きに外出するほどの度胸はない。明確な理由付けがないと出かけられない雰囲気が
漂う。 
 そして１日のクライマックス。ここでの男女の感覚の差は明確だ。 
 男性は、「今日、何を食べよう」と考え、 
 女性は、「今日、何を作ろう」と考える。 
この差に気づいたとき、私は「休日」「余暇」をあきらめたのであった。 

休日考 


