年６回（２・４・６・８・１０・１２月）偶数月にお届けする「経営にプラスになる情報源」
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新春特別号

2017 年

新年、明けまして

そして、チャンスの話。

おめでとうございます。

経営に起爆剤が欲しいと思いませんか？

松本です。
のんびりとお正月を過ごされましたか？

安倍総理は「働き方改革」に
本気のようです。

私は、じっくりと仕事の構想を練っていることです。

これが国の方針。

ただ息子とお笑い番組を観ながらですけどね（笑）

そのため助成金を見直し、
実行手段として再編すると発表しました。

お正月特別号では、私があなたに、どうしても伝えたいこ

あきらかに助成金をより重視する姿勢…これはチャンスで

とを２つお話します。必ず一読ください。

すから、常時、情報にアンテナをはってください！

簡単に言うと、ピンチとチャンスの話。本編で象徴的な 2

この波に乗れるか、乗れないか、

つの新聞記事をご紹介し、解説します。

この情報に無頓着か、俊敏に反応できるか…ここは、あな

ピンチ

チャンス

労働トラブルリスク激高

助成金の新方針

たが来年度、事業を発展させられるのかどうかに大きく関
わると思います。

今年、この２つを念頭に入れ経営計画を立ててください！
ましてや社会保険や税、災害、事故、不祥事…、どんどん
まずはピンチの話を簡単にしましょう。

会社のリスクが高まっていく世の中です。会社にメリットが

残念ながら、労働者と会社の関係は難しい時代になって

あるものなら、漏らさず活用し、リスクを下げてください。

しまいました。
最近では、電通が書類送検され、

攻めこそ最大の防御なり…です。

ある意味、超ブラック企業として
マスコミの餌食になっていますね。

本年もそのための情報提供をしていきますね。
ご期待ください。

正直「そこまでやるか！」と思ってしまいます。自殺は悲し
い事件です。電通に非はあります。でも、そこまで吊し上

あなたにとって平成 29 年はどんな年ですか？

げる必要がるのでしょうか？！

チャレンジ？ 飛躍？ 大爆発？？
2017 年も、張り切って参りましょう！

問題は、この企業たたきの現象が中小企業まで波及する

あなたのご愛顧に、感謝！

こと。怖いです。労働者の権利を守りすぎると、結局は経
営者のやる気をそぎ、日本の活力が失われそうで！
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助成金ゲット情報局
失敗しないための「初めの一歩」

2017 年 助成金をどう考える？ 編
助成金の実務者として、私からの提案です。

とにかく複雑な助成金です
が、誤解を恐れずに やさ
しい言葉で解説に挑みま
す。
「これ、おいしいよ」と現金
給付の魅力が実感できる
はず！

先日 11 月 9 日、厚生労働省は来年度の助成金の方針を
発表しました。この時期の発表は非常に早く、助成金を使

助成金の手続きは複雑化し、制度自体もわかりにくくなっ

った「働き方改革」への意気込みを感じます。

ています。こうなっては、社長一人で、助成金の実務をす
べて完遂することは至難の業です。

これが今の安倍政権の路線です。
キーワードは、

よって、専任の担当者を一人配置することをお勧めします。

育成、処遇の改善、生産性向上

さらに余裕があれば、助成金に詳しい社労士を傘下に、
アドバイザーとして加えられると話が早いでしょう。
快適に助成金をもらい続ける手段を探してください。
そのうえで、2017 年は、こんな考え方で、助成金に本気で
取り組んでほしいのです。
働き方改革の流れはもう止められないので、
あえて国が求める「働き方」に先んじて取り組みながら、
もらえる助成金はすべて活用する。常時、返済不要の現
金給付を数十万円～数百万円単位で獲得するイメージ。
これが軌道に乗ると、
あなたは、こんなメリットが期待できます。
▼
会社の財布がかなり暖かくなりますね。
▼
さらには、助成金の実行による副産物が期待できます。
働く「人」のモチベーションが高まり、人的資源をもっとレ
ベルアップできます。
▼
よって会社組織としての生産性が向上、うれしいことばかり。
もう半自動的に会社は成長するでしょう！

雇用助成金を統廃合 厚労省、36 を 16 に削減
2016/11/9 0:41 日本経済新聞 電子版
中小企業が利用する雇用関連の助成金が大きく変わる。
厚生労働省は現在 36 ある助成金を目的が似通ったものや利用
が少ないものを中心に統合して 16 に削減する。稼ぐ力が伸び
ている企業に助成額を手厚くする対象も大きく広げる。
雇用関係の助成金は、利用する企業の側から見てどういった助
成金を使えばよいのか判断に迷うという指摘があった。そもそも数
が多く、名称も分かりづらいことなどが理由だ。今回の再編では助
成金や具体的な使途を示すメニューの名称を分かりやすくする。
一つの助成金の下にほかの助成金が連なる「助成金内助成金」
も使い勝手が悪い一因になっているとして、今回の見直しで全廃
する。
助成金の中にはメニュー自体が過剰に増えているものもある。
例えば職業訓練の費用を支援するキャリア形成促進助成金は助
成の対象となる使い道ごとに 16 に分かれる。今回はそれらを４
つに再編する。助成金全体では 71 あるメニューが 59 に減る。
予算の消化割合を示す執行率が低い助成金も再編の対象とす
る。予算の執行率が 10％以下、もしくは執行額が１千万円以下
のものは原則として廃止する。厚労省はこれまで雇用対策を強化
するために助成金をつぎはぎ的に拡充してきたが、ほとんど見直
してこなかった。
最低賃金が 10 月から全国平均で 25 円引き上げられたため、
賃上げと雇用維持の両立を政策的に支援することが重要だと厚
労省はみている。
改革のもう一つの柱は１人当たりの生産性が伸びている企業向け
の助成金を手厚くすることだ。
生産性は営業利益と人件費、減価償却費などを足し合わせた数
字を雇用保険の被保険者数で割って算出する。
直近の年度の１人当たりの生産性が３年前と比べて６％以上伸び
ていれば助成額を割り増しする。
生産性要件は非正規雇用者の処遇改善に取り組む企業に配る
キャリアアップ助成金など、最終的に９つの助成金で導入される
予定だ。
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労働トラブル奮戦記
Ｑ＆Ａ相談事例から学ぶ

仕事を与えすぎると犯罪に？ 編

会社への不平・不満・不
信から当局に駆け込む
者が後を絶たちません。
年間 100 万件を超える労
使紛争に、あなたは無関
心でいられますか？

仕事を与える側が、

平成 28 年 12 月 27 日：朝日新聞、一面トップの記事をご

危険にさらされています。

覧ください。繰り返しますが、一面のトップですよ。

寝食を忘れて必死に働くことが、称賛された時代は完璧

この記事にあるキーワードには最大の注意を払ってくださ

に終わりました。日本人は勤勉で働き者…これは美徳でし

い。リスクを放置していると、一発倒産もありえます。

た。しかし今は、仕事を与えすぎると犯罪者扱いになりえ

予防策に困ったら、ご相談ください。

ます。残念ながら、仕事観が激変しました。

私も全力でお力になりますよ。
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編集後記
新年早々、ぼやきの話です。

むしろ、息子だけに聞き流すことができないわけで。

思春期の子育ては難しいですね。

「人」の扱いは実に難しい、ですね。

私には中学三年の息子がおり、日々成長する姿をみて喜
んでいるところですが…、しかし、

子供を立派に育てて、従業員もしっかりケアしている
経営者さんをたくさん知っています。

それにしても、父親である私への反発が厳しいのです。
「それは違う」となにかと反論してきます。

そんな社長にお会いするたびに、
「すごいなあ～」と感心しています。

高校受験でピリピリしているのかもしれませんが…。
幼いころの素直な息子とは１８０°別人。これが成長過程

もう尊敬しかありません！

で誰もが通る道だとわかっていても、頭にきちゃって！

松本みつはる

～プロフィール～ 松本 光治

（まつもと みつはる）

社会保険労務士／労務快適化アドバイザー
悩みの深い労務＝『ひと』に関する解決策を 経営者目線で提案できる数少ない社労士。
（松本みつはる社会保険労務士事務所 代表／松本 SR 事務所合同会社 代表社員）

1971 年（昭和 46 年）6 月生まれ、45 歳。埼玉県出身。現在ひたちなか市在住。
専修大学経済学部卒。外資系 AIU 損害保険会社を経て独立。
息子 2 人の子育てに苦戦中。悩み事：中年太りと腰痛。 趣味：柴犬と散歩。 好物：そば。
茨城県社会保険労務士会 登録番号 08110029 号
全国 1000 の社労士事務所のネットワーク正会員
中小企業福祉事業団会員
一般社団法人 ウェルフルジャパン会員

ご意見・ご相談をお寄せ下さい！
大学卒業から、一貫して法人営業の現場で育つ。年間優秀賞（2004 年ＡＩＵ）などのタイトルを獲得し、一見、順風満帆にみえた営業マン人
生であったが、しだいに・・・結果を出しつつも、心が折れ始める。「ただの押し売りなんじゃないか？」･･･と思い悩む日々、次第にジリ貧
に・・・そして、東日本大震災、茨城で被災。人生最大のピンチ。約 3 週間の窮地「水なし・電気なし・電話なし、物流なし」を経験したことで、
「もう一回すべてやり直したい」という想いに突き動かされる。「セールスは卒業し、もっと価値ある提案をしたい！」と一念発起、ゼロから社会
保険労務士として開業。復興支援の気持ちで、中小企業の支援をコツコツ展開。経営者の「お困りごと」や「喜ぶこと」にスポットをあてたコン
サルティングを実践。難解な法律論ではなく、わかりやすい現実論の提案が功を奏し、「助かったよ」という最高の褒め言葉をもらえるように
なる。近年の実績としては、①過去 5 年間の助成金受給額→累計 1 億 5000 万円を突破。②労働トラブル相談→年間 50 件以上。③就業
規則・雇用契約書の改善コンサル→累計 40 社以上･･･など。
【自由欄】感想・激励・意見・要望・お叱り・・・何でもけっこうです。ＦＡＸ：029-212-5112 へ

※今後の送付が不要な方は、お手数ですが以下に社名のみ記載しＦＡＸでご一報ください。
→ＦＡＸ：029-212-5112
□ ニュースレター配信停止
貴社名

様
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