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あなたは自分の『持ち味』に
気づいていますか！？

自分にとって納得のいく人
生を築くためには、いかに「自
分の持ち味を活かすか」が大
切です。それは特別に何か新
しいものを付け加えることでは
なく、今の自分をフルに活か
すということです。他人と比べ
る必要もありません。

そのように人生を送ることが
できれば、誰もが幸せな人生
を獲得でき、社会に貢献する
ことができます。

ところが多くの人々は自分
自身の「持ち味」に気づいて
いないか、活かしきれていな
いようです。

弊社では、ビジネスパーソン
に自身の「持ち味」を自覚し、
活かしてもらうことは、自分らし
くイキイキ働く拠り所となり、ひ
いては組織の成長発展や社
会全体の活性化に大変意義
のあることと考えました。

このような観点から「持ち味
カード」を開発し、「持ち味」の
奥深さ・素晴らしさの普及に
努めております。

ぜひ、「持ち味カード」を活
用して、あなたらしい輝く人生
を獲得してください。

また、経営者におかれまし
ては、社員の持ち味を活かし
た「持ち味経営」の実践を通じ
て、笑顔あふれる生産性の高
い会社にしていただきたいと
願っております。

持ち味カードリニューアル発売中！

自分の持ち味に気づいていますか？

あなたは自分の『持ち味』に
気づいていますか？
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自分の『持ち味』に気づいていますか？【７】 P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『働き方改革関連法が成立』 P.2

労務の泉：『年次有給休暇と子の看護休暇』 P.3

総務のお仕事カレンダー等 P.4

Ⅱ．持ち味カードを使った採用基準づくりの効果

フラミンゴ（フラミンゴ目フラミンゴ科）
• 分布：アフリカ、南ヨーロッパ、中南米
• 名前の由来は炎を意味するラテン語「Flamma」

だが、その特徴的な体色は生まれつきではなく
餌から摂取する色素が蓄積したものである。

今号の写真

今号では、持ち味カードを使った「採用基準（求

める人材要件）づくり」についてお伝えします。全

国の完全失業率は２.２％、愛知県は１.７％。また

、２０２５年には６００万人の人手不足が予測され

ています。もうすでに人が採れない時代です。こ

のような状況の中では、採用基準を社内で統一

することが採用活動を行う上で重要になります。

以下は、持ち味カードを使った採用基準づくり

の流れになります。採用基準づくりは難しいと思

いがちですが、カードを活用すると簡単かつスピ

ーディにできてしまいます。

持ち味カードを使って採用関係者が多面的に議

論を行いますので、社内で統一された具体的な採

用基準をつくることができます。採用の軸をしっかり

持つことは、採用ミスマッチを防ぐと同時に、優秀な

人材を惹きつけることにつながります。

次回からは、社員のワークモチベーションをいか

にして引き出していくかについて、モチベーション

の理論を紹介していきたいと思います。

Ⅰ．採用基準づくりの流れ
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労働関係情報

●最低賃金、過去最大２６円

上げで決着

厚生労働省の中央最低賃金

審議会の小委員会は７月２５

日未明、２０１８年度の最低賃

金の目安を２６円引き上げ、８

７４円にすることを決めた。１７

年度を１円上回り、過去最大

の上げ幅となる。上昇率は３.

１％で、政府が掲げる年３％程

度の引き上げ目標に沿う形と

なった。大企業と比べ、賃金が

低い中小企業で働く人を中心

に影響が出ることが見込まれる。

東海三県の引き上げ目安額

は、愛知県が２７円、三重県が

２６円、岐阜県が２５円となって

いる。最終的な都道府県ごと

の金額については、上記目安

をもとに１０月を目途に決定さ

れる見通し。

現状の引き上げペースが続

くと、２０２３年度には全国平均

の最低賃金額が１,０００円を超

えるものと見込まれる。

●精神疾患過去最多、

申請１７３２人、認定５０６人

厚生労働省は７月６日、２０１

７年度の労災の状況を公表し

た。長時間労働やパワーハラ

スメントなどが原因で精神疾患

にかかり、労災申請したのは１

７３２人（前年度比１４６人増）、

労災認定されたのは５０６人

（同８人増）で、いずれも過去

最多だった。認定のうち、自殺

（未遂含む）は９８人だった。認

定を受けた人のうち、約３割は

平均残業時間（１ヵ月当たり）

が１００時間以上だったという。

今国会で成立した働き方改

革関連法には、残業時間の罰

則付き上限規制が設けられ、

大企業は２０１９年４月から、中

小企業は２０２０年４月から適

用される。トラックやタクシー運

転手などの自動車運転業務の

他、一部業務は５年猶予され

るが、脳・心臓疾患による認定

をみると、「自動車運転従事

者」が８９人にのぼった。

働き方改革の一環として残

業時間削減に取り組む企業は

多いが、単なる時間管理で終

わることなく、従業員の心のケ

アをしっかりと行うことも並行し

て求められている。

労働関係法令等の最近の動き
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働き方改革関連法が成立

安倍政権が今国会で最重要と位置づけた働き方改革関連法が６月２９日に成立しました。
働き方改革とは、日本政府が推奨する「働く人の視点に立ち、労働制度の抜本的改革を行い、企業文化
や風土も含めて変えようとする」取り組みのことです。
働き方改革は、単に長時間労働を是正したり、休日や賃金を増やすことではありません。「労働者の生活
の充実」だけでなく、「企業の競争力・価値の向上」のためにも必要とされています。
日本は、少子高齢化に伴う急激な人口減少により、労働者の生産性向上が急務の課題です。長時間労
働の是正は、手段のひとつに過ぎません。働き方改革を実現するためには、①国による法律の整備、②企
業による環境整備、③個人の働く意識の変化、この３つを変えていく必要があります。
このたび成立した働き方改革関連法は上記①であり、残りの②③を個々の企業において主体的に取り組
むことが望まれます。今般の法改正を単なる「法規制の強化」とネガティブに捉えるのではなく、自社の継続
的な成長発展（勝ち残る）のための経営環境変化への適応（経営戦略の基本的考え方）が求められている
チャンスであるとポジティブに捉え、ビジネスモデル再構築や業務改善と併せて、付加価値・生産性（成果
、労働の質）の向上に活かすことが望まれます。

■ 働き方改革の背景、目的

継続的な経済成長のためにも、人手不足による限られた労働力によって労働生産性を高めていくこと、より
多くの人に労働に参加してもらうことが求められます。つまり、労働生産性向上と労働参加率向上です。
そこには、長時間労働、「正規」・「非正規」という２つの働き方の不合理な処遇の格差、子育てや介護等と
の両立、副業・兼業など働き方の多様化などの様々な課題が存在します。

深刻な労働力不足
＆

国際競争力の低下

労働生産性・労働参加率の向上が必要

働き方改革
•ビジネスモデル（収益モデル、事業戦略）
•仕事の進め方（業務改善、IT/IOT活用）
•仕事の与え方（権限、成果責任）
•意思決定スピード（権限移譲、会議体）
•多様な働き方（雇用形態・労働時間制度）
•労働者の生活の充実（ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ）等

優秀な人材の確保イノベーション創出

企業の競争力・価値の向上

法整備

課題

■ 働き方改革関連法の概要
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

『年次有給休暇』と『子の看護休暇』の違いは？

今回の回答者

〔質問〕

子供のいる従業員から年次有給休暇と子の看護休暇の違いについての

質問がありました。その違いはなんでしょうか？また運用するときの注意

点は何でしょうか？

〔 回答〕

違いは自由利用と条件付き利用、有給と無給等があります。運用上の注

意点は時季変更権行使の有無が挙げられます。

年次有給休暇とは、「入社から継続して６か月勤務し、全所定労働日の８割以上勤務した従業員に付与しなけ

ればならない休暇」、子の看護休暇とは、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、負傷又

は疾病にかかった当該子の世話をするために年次有給休暇とは別に取得できる休暇」となります。

年次有給休暇と子の看護休暇の主な違いは以下の通りになります。

年次有給休暇は一定の要件を満たせば全ての従業員に対し付与されます。一方、子の看護休暇は小学校に
入学する前の子を養育し、その子の負傷・疾病について、その世話をするために休む制度であり、利用できる従
業員は限定されます。
年次有給休暇は原則自由利用のため、年次有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は
時季変更権の行使が可能となっています。一方、子の看護休暇は病気・ケガなどの子の看護ため、あるいは子
に予防接種や健康診断を受けさせるために休暇を取得するという制度であり、取得理由の緊急性・必要性が高
いため、時季変更権の行使は認められていません。

◆ 年次有給休暇と子の看護休暇の違い

◆ 注意すべき事項

年次有給休暇 子の看護休暇

適用除外 所定労働日数が年４８日未満

①日雇従業員
（労使協定を締結して）
②入社６ヵ月未満
③週の所定勤務日数が２日未満

取得したときの給与 有給 無給でも可

取得単位
原則１日単位、任意で半日単位の設定
可（時間単位もあり）

１日及び半日単位のいずれも設定しなけ
ればならない

付与日数
比例付与のケースを除き最低１０日、
最大２０日

対象の子１人のとき５日、２人以上で１０日

使用できる期間 付与日から２年間 会社が指定する１年間

社会保険労務士
森 宏之
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー 2018年８月・2018年９月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

８月１０日（金）

一括有期事業開始（建設業）届出
■参考リンク：厚生労働省「労働保険各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

７月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

８月３１日(金)
７月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

９月１０日（月）

一括有期事業開始（建設業）届出
■参考リンク：厚生労働省「労働保険各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

８月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

９月１６日(日)

２０１９年３月高校卒業予定者の採用選考・内定解禁
■参考リンク：厚生労働省「平成31年３月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期
日等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193580.html

１０月１日(月)
８月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[１] 随時改定の反映（４月昇給の場合）

随時改定により、７月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、８月給与から控除することになります

のでご確認ください。

[２] 賞与所得税の納付

７月に賞与を支給した事業所においては、８月の源泉所得税の納付の際に賞与の所得税も納付することを忘れない

ようにしましょう。

■参考リンク：国税庁「賞与に対する源泉徴収」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

[３] 社会保険料に関する定時決定結果の反映（平成３０年９月より）

７月に提出した算定基礎届に基づいて、９月からは新たに定時決定された標準報酬月額を適用することになります。

新しい標準報酬月額に基づいた保険料納付は、９月分（１０月末納付分）からです。

＊従業員の給与から控除する社会保険料の変更タイミング（翌月控除、当月控除）については各社の取り扱いをご確

認ください。

[４] 夏季休暇の実施と顧客への連絡

８月中旬のお盆休み等の夏季休暇実施に向けて、顧客への休暇連絡や業務の調整を行いましょう。また、夏季休暇

に合わせて年次有給休暇の計画的付与を行う場合、年次有給休暇が付与されていない従業員には特別休暇を付与

するなどの対応を忘れずに行いましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

暑い日が続いています。水分補給の大切さが身に染みる今日この頃、私は炭酸水にハマ

っています。柑橘系の香りの炭酸水が特に好きで、お風呂上りに冷蔵庫へ直行し、キンキン

に冷えた炭酸水を飲むのがここ最近の小さな幸せです。炭酸水といえば、先日テレビで『そ

うめんのつゆを炭酸水で割ると旨い』という企画が行われていました。美味しそうだな、と思

ったのですが、一人暮らしのアパートでポツンとそうめんを茹でるのは何だかさみしい気がし

てまだ試していません。どなたか代わりに試してください。

連日の酷暑ですが、美味しいもののことを考えていれば、暑さともうまく付き合っていける

ような気がします。皆様も体調の変化に気を付けて、日々を健やかにお過ごしください（四）

『常勝集団のプリンシプル』

岩出 雅之／著 2018.3.1
日経BP社、1,500円+税

全国大学ラグビーフットボー

ル選手権９連覇中の帝京大学

ラグビー部の現役監督が語る、

文字どおり常勝集団におけるマ

ネジメント術。皆が使う場所は３、

４年生が掃除し、部員でバーベ

キューをすればその片づけも、

公式イベントに皆が着るワイシャ

ツやブレザーのアイロンがけも４

年生が担当するという「脱・体

育会」を徹底しています。本書

で紹介されるちょっとしたノウハ

ウは真似ができても、「脱・体育

会」という風土を作るのはそう容

易いことではありません。１年生

が４年生になれば自分がしても

らったことを自然に行うという。

この風土を土台として、「メン

バー一人ひとりが自律的に考え、

行動し、仲間と助け合いながら

成長する」組織づくりにとことん

こだわり、世の中でよく知られた

諸々の動機づけ理論を現場で

応用、実践されているのは見事

です。こんな組織づくりをしたい

という経営者の声が少なくない

のも「なるほど」うなずけます。
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