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今年の新入社員のタイプは…？

5
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2012

『奇跡の一本松型』

公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」から発表された今年の新入社員のタイプ
です。
『奇跡の一本松』
（岩手県陸前高田市）とは、東日本大震災で発生した巨大津
波にも耐えて生き残った松のことであり、復興に向けて多くの人に勇気を与え
ていると話題になりました。
研究会では、
「大卒予定者の就職内定率が過去３番目に低い（８０．５％）と
いう厳しい状況の中、就職戦線を乗り越えてきた若者たちの頑張りを賞賛した
い」と、ネーミングの理由を説明しています。

● 過去最近のネーミングは？ ●
入社年度
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プ
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平成 23 年 はやぶさ型

東日本大震災の発生により発表は差し控えられた。
宇宙探査機「はやぶさ」が 7 年にもおよぶ長旅から帰還したことが
多くの人に感動を与えた。最初は音信不通になったり、制御不能に
なったりでハラハラさせられるが、長い目で見れば期待した成果を
あげることができるだろう。あきらめずに根気よくシグナルを送り
続けることが肝心。

平成 22 年 ＥＴＣ型

性急に関係を築こうとすると直前まで心のバーが開かないので、ス
ピードの出し過ぎに注意。IT 活用には長けているが、人との直接的
な対話がなくなるのが心配。
環境問題（エコ）に関心が強く、節約志向（エコ）で無駄を嫌う傾

平成 21 年 エコバック型

平成 20 年 カーリング型

向があり、折り目正しい。小さくたためて便利だが、使うときには
大きく広げる（育成する）必要がある。
働きやすい環境作りとばかりにブラシでこすり続けねば、止まった
り方向違いとなったりのおそれあり。楽勝就職の一方で先行き不安
の試合展開は本人の意志（石）次第。

次ページにこれまでのネーミング一覧を掲載します。あなたは？周りの方は？当てはまっている
●昭和 63 年入社 関根…養殖ハマチ型
でしょうか？
バブル絶頂期!!
●平成 11 年入社 岡村…形態安定シャツ型
就職氷河期…。

（新入社員ネーミング一覧）
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昭和 48 年度
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パンダ型
ムーミン型
カモメのジョナサン型

たいやきクン型
人工芝型
カラオケ型
お子様ランチ型
コインロッカー型
漢方薬型
瞬間湯沸かし器型
麻雀牌型
コピー食品型
使い捨てカイロ型
日替わり定食型
テレフオンカード型
養殖ハマチ型
液晶テレビ型
タイヤチェーン型
お仕立券付ワイシャツ型

バーコード型
もつ鍋型
浄水器型

7

四コママンガ型

8

床暖房型

9

ボディシャンプー型

10

再生紙型

11

形態安定シャツ型

12

栄養補助食品型

13

キシリトールガム型

14

ボデイピロー型
（抱き付き枕）

15

カメラ付ケータイ型

16

ネットオークション型

17

発光ダイオード型

18

ブログ型

19

デイトレーダー型

特

徴

おとなしく可愛いが、人になつかず世話が大変。
人畜無害でおとなしいが、大人か子供か得体知れず。
群れから外れやすく上空からしらけた眼で見ている。一方でめざとい。
頭から尾まで過保護のアンコがギッシリ。
見た目きれいで根が生えず、夜のネオンでよみがえる。
伴奏ばかりで他と音程合わず。不景気な歌に素直。
何でも揃って綺麗だが、幼さ抜けず歯ごたえなし。
小じんまりと画一的で、外見も反応もすべて同じ。
煎じ方悪ければ、効き目なく副作用生じる。
新式と旧式の二種類存在し、反応・熱意が正反対。
大きさと形同じで並べやすいが、中身はわからず。
外見のみ本物風で手間いらずだが、歯ごたえなく栄養も心配。
もまないと熱くならず、扱い方もむずかしい。
期待したわりには変わり映えせず、同じ材料の繰り返し。
一定方向に入れないと作動しないし、仕事が終わるとうるさい。
過保護で栄養分高いが、魚らしくピチピチしていない。
反応早いが、値段高く色不鮮明。改良次第で可能性大。
装着大変だが、装着の具合次第で安全・駆動力 OK。
価格高く仕立てに時間かかり、生地によっては困難。
読み取り機(上司)次第で、迅速・正確・詳細な処理可能。
一見得体知れずで厄介だが、煮ても焼いても食えそう。
取り付け不十分だと臭くてまずいが、うまくいけば必需品。
理解に時間がかからず傑作もある一方で市場にあふれているので安く調達で
きる。
断熱材(評価)いれないと熱(やる気)が床下(社外)に逃げる。
泡立ち(適応性)よく、香り(個性)楽しめるが、肌(会社体質)に会わないことも
ある。石鹸(従来社員)以外に肌を慣らすことも必要。
無理な漂白(社風押し付け)はダイオキシン出るが、脱墨技術(育成法)の向上次
第で新タイプの紙(新入社員)として大いに市場価値あり。
防縮性、耐摩耗性の生地(新人)多く、ソフト仕上げで、丸洗い(厳しい研修・
指導)OK。但し型崩れ防止アイロン(注意・指示)必要。
ビタミンやミネラル(語学力やパソコン活用能力)を豊富に含み、企業の体力増
強に役立ちそうだが、直射日光(叱責)に弱く、賞味期限(試用期間)内に効果(ヤ
ル気)薄れることあり。
種類は豊富、価格も手ごろ。清潔イメージで虫歯(不祥事)予防に効果ありそう
で、味は大差ない。
クッション性あり、等身大に近いので気分はいいが、上司・先輩が気ままに
扱いすぎると、床に落ちたり(早期退職)、変形しやすいので、素材(新人の質)
によっては、いろいろなメンテナンスが必要となる。
その場で瞬時に情報を取り込み発信するセンスや処理能力を持ち、機能も豊
富だが、経験や知識がなかなか蓄積されない。また、中高年者にとって使い
こなしきれない側面もある。
ネット上で取引が始まり、良いものには人気が殺到しさっさと売れる一方で、
PR 不足による売れ残りも多数。一方で、ブランド名やアピールに釣られて高
値で落札したものの、入手後にアテが外れることもある。
電流を通す（＝ちゃんと指導する）と、きれいに光る（＝いい仕事をする）
が、決して熱くはならない（＝冷めている）
。
ネット上での交流で、他者に自己認知や共感を求めたがる一方で、他人の評
価で萎縮しやすい傾向もあり、暖かい眼差しと共感が育成のカギ。
景気回復での大量採用は売り手市場を形成し、就職しても細かい損得勘定で
ネットを活用して銘柄（会社）を物色し続け、売買を繰り返す（転職）おそ
れあり。

算定基礎届の準備と確認

なるほど情報

４月・５月・６月の給与は標準報酬月額を決める定時決定の基礎になるものです。
提出時にあわてないためにも、ポイントを押さえて準備は早めにすすめておきましょう。

１．算定基礎届に記入する「報酬月額」とは？
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
「報酬」とは、労働の対償として支払うものすべてのもので、賃金、給料、手当、賞与などの名称を問い
ません。
報酬に該当するもの
報酬に該当しないもの
・基本給
賞与（年３回以下のもの⇒標準賞与額の対象）
・残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、
役職手当、能率手当、精勤手当、生産手当、
大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出
などの諸手当
張旅費、交際費、慶弔費など
・賞与（年４回以上のもの）など
残業手当や皆勤手当など、固定でない手当も含まれます。通勤手当は所
得税の非課税限度額とは関係なく全額算入です。

２．現物支給は金額に換算
食事（給食、食券等）、住居（社宅、寮）等を現物で支給している時は、都道府県ごとに定
められた価額で金額に換算します。

３．支払基礎日数
・月給者…各月の暦日数
（欠勤日数分控除という場合は、就業規則、給与規定等で定めた日数を引い
た日数。（休日出勤日数を含む））

・日給者…各月の出勤日数
４．差額支給
４月、５月、６月の給料の中に、さかのぼり昇給などの差額支給がないか確認します。
ある場合には修正平均を出さなければなりません。

５．資格取得・喪失者
６月３０日までに入社・退社した人の資格取得届、資格喪失届の提出漏れがないか確認します。
届出もれがあると、算定基礎届に名前がプリントされていなかったり、退職した人の名前がプリ
ントされたりというケースがでてきます。

６．算定基礎届対象外の人
６月１日以降に入社した人または７月・８月・９月に月額変更で改定予定の人は算定基礎の届
出は不要です。
７月・８月・９月に随時改定の対象となる人については月額変更届出を忘れずに提
出しましょう。

７．７０歳以上の従業員がいる場合
通常の算定基礎届の他に、「７０歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要です！

知っ得情報!!

毎年４月～６月の報酬が他の月と比べて多い場合

業務の性質上、４月～６月が繁忙で他の月と比べて報酬が高く、以下のすべての要件に該当する
場合は手続きすることにより、年間平均で算定した標準報酬月額とすることが認められます。

＜認められる要件等＞
通常の方法で算出した標準報酬月額と年間平均で算出した標準報酬月額の
間に２等級以上の差がある場合
当年
4 月分

5 月分

6 月分

３カ月分の平均月額

2 等級以上の差
前年
7 月分

当年
6 月分

年間平均額を
基礎とするこ
とができます。

前年７月から当年６月までの年間平均の月額

支払基礎日数 17 日未満の月のみは対象外

業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合
４月から６月が年間の繁忙期である業種の人など。
昇給により２等級の差が生じた場合は対象外。月額変更が優先されます。

被保険者の同意がある場合
事業所単位ではないので、同じ会社内で年間平均をとる人とそうでない人が
いてもＯＫ！
手続きの際には同意書などの必要書類を添付する必要があります。
手続きをしないと通常の算定となります。
４月～６月が繁忙の時期で、高いままの保険料を１年間支払っていたとい
う業種の方は、該当要件にあてはまるかを今すぐチェック！！
必要書類等、詳細については当事務所までご連絡ください。

お仕事
カレンダー

5/10 ●一括有期事業開始届の提出
（建設業）
主な対象事業：概算保険料 160 万円未満で
かつ請負金額が 1 億 9000 万円未満の工事
●4 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税
の納付
5/31 ●4 月分の健康保険料、厚生年金保険料の
納付

5/31 ●自動車税の納付
●3 月決算法人の確定申告・9 月決算法人の中
間申告
●6 月・9 月・12 月決算法人の消費税の中間申告
● 確定申告税額の延納届出による延納税額の
納付

せきねの「気になる」を勝手に情報発信コーナー
書籍

！！

坂の上の坂

藤原 和博

司馬遼太郎の「坂の上の雲」の世代に対し、平均寿命が８０余年の
私たち世代の坂の上にはまた「坂」があると藤原氏は言う。その「坂」は
あまりに長く不透明で、準備なくしては登れない。その準備とは、もはや
「成長社会」でない「成熟社会」を、自分の価値観で生きること。いい子で、
良い成績を修め、いい大学を出て、大手企業に入り、早く出世する・・・
そんな「一般解」の成功モデルはすでに崩壊。自分自身で「幸せ」を定義し、
「納得解」を見つけ出すことが必要。
人生のエネルギーカーブのイメージは、
ではなく、

映画

宇宙兄弟

あるべきとのこと！

5/5～公開

息子２人と GW に見に行ってきました。

前半のギャグがスベりがちでしたが、「夢に向かって突き進むこと」
と「兄弟の心のつながり」を気持ちよく描いた映画でした。
宇宙飛行士になった弟のヒビトに対し、会社をリストラされた
兄のムッタは自分を情けなく思うのですが、兄弟がお互いを
ずっと大切に思い、尊敬しあっている関係が伝わってきて、改めて兄弟っていいなぁと思いました。
ウチの男ふたりも、将来そんな関係になっていてほしいと願います。
さて、この映画、JAXA や NASA の協力なくしては有り得ないリアリティ溢れる映像（CG）
がスバラシかった。お金がかかってる感がありました。また、宇宙飛行士の選抜試験の様子が非常
に面白い！こんな試験なんだ～と興味津々。実際の宇宙飛行士が登場するのも一興でした。

「いつか行きたい」と思っていたところへ GW、やっと行くことができました。
それは、小千谷市時水の婆清水から登る城山ハイキング。
城山ファンは非常に多く、市外の人と話していても、よく話題になります。
いつも「行った事がない」と返答しているのも寂しいもの。これで話についていけます。
登山口の婆清水は桜が満開。道の途中には、「かたくり」など可愛い小花が咲いています。
まだ残雪も多く見られ、場所によっては雪の上を歩きました。片道約 45 分。
頂上は 360 度のパノラマ。 すばらしい景色です。 晴れた日は佐渡も見えるそう。
人気スポットなのも納得です。
小千谷のお勧めハイキングコース。
お休みの日や息抜きに・・・
いかがでしょうか？

