
 
 

隔月発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定価 3,000円（税別） 

 

人は相手のビジネスマナーを
見て、「付き合いたい人かどう
か」「仕事を頼みたい人かどう
か」を判断します。なぜなら、ビ
ジネスマナーにはその人の品
格やこれまでの生き様などが
表れるからです。 
 
ビジネスマナーのよい人（他人
への心配りができる人）は、他
人から見て大変気持ちがよく
好感度抜群です。このような人
の周りには人が集い、仕事の
チャンスも数多く与えられます。 
 
ビジネスマナーカードを選ぶこ
とで、できているマナーにより
磨きをかけ、できていないマナ
ーを身につければ、社内外の
人からの厚い信頼を得ることが
できます。 
 
ビジネスマナーはどんな人で
も訓練によって必ず身につけ
ることができます。ビジネスマ
ナーが身につけば行動が変
わり、行動が変われば幸せな
人生が訪れます。 
 
ぜひ、ビジネスマナーカードを
活用して、あなたらしい輝く人
生を獲得してください。 
 
デライトコンサルティングでは、
ビジネスマナーの習得を通じ
て「いい会社」づくりを支援し、
人と組織の発展に貢献してま
いります。 
 
また、世界から尊敬されるビジ
ネスマナー大国日本をつくりま
す。  
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いい会社をつくろう!!【最終回】 P.1 

労働安全衛生法の改正［前編］ P.2 

労務の泉（労務Ｑ＆Ａ） 等 P.3 

総務のお仕事カレンダー 等 P.4 

企業は「人」です。 

Ｄｅｌｉｇｈｔ Ｎｅｗｓ 
隔月発行 

Vol.51 
Oct 2014 

ビジネスマナーカード発売中！ 

いい会社をつくろう!! 

⑤「いい会社づくり」のプロセス（後半） 

今号では「いい会社づくり」のプロセス（後半）に

ついてお伝えします。前号ではDの「当たり前のこ

との継続」まで紹介しました。あたり前のことができ

ると、「いい会社」の風土が形成され始めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Dの「当たり前のことの継続」と並行もしくは時期

を少し後にして、Eの「働きやすい職場環境の整

備」に取り組みます。 働きやすい職場環境の整

備をすることで、社員の会社に対する信頼度も上

がり、生産性が高まります。また、ここまでくると社

員の会社に対する不満は減少します。働くことの

安心は確かなものになり、モティベーションの向上

へとつながります。そしてC→D→Eと着実にプロセ

スを経ると、Fの「いい管理職」が輩出されるように

なります。 

できる管理職が我が社にはいないといって、安

易に社外から中途採用しつづけているようでは会

社の発展はありません。 

                                           

 

  

 

 

 

 

 

現在では管理職になりたいという若者が減ってい

ますが、自社から「いい管理職」が輩出できれば良

いモデルとなり、後に続きたいという若手社員が増

えていきます。いい管理職の要素は「率先垂範、

観察、傾聴、承認、対話、成長支援、PDCA、自責

性」でした。「いい管理職」が育てば、１００年企業

への道が見えてきます。 

そしてこのような「いい管理職」のリーダーシップ

のもとで、上司と部下がチーム一丸となって、顧客

により良いサービスや商品の提供をするようになり

ます。そうすることでGの「顧客志向」にたどり着くこ

とができる訳です。 

ABCDEFというプロセスを経てGというゴールにた

どり着きました。時間はかかるかもしれませんが、

焦らずにこのプロセスを経営者と社員が共有する

ことが大切です。実はABCDEFのプロセスはG「顧

客志向」のために存在するものであるということが

ご理解いただけたでしょうか。結局、全てのプロセ

スは顧客に喜んでもらうためにあるということです。 

これまで長きにわたり「いい会社」づくりの旅にご

一緒していただきましたが、今回をもちまして最終

回とさせていただきます。少しでも「いい会社づく

り」のヒントにしていただけたなら大変うれしく思い

ます。次回の連載はまだ未定ですが、楽しみにし

ていてください。 

 

 

 

 

 

 「いい会社づくり」のプロセス（後半） 

代表取締役 近藤圭伸 

革新的マナー習得メソッド誕生 
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労働関係情報 

●社員の有給消化を企業に

義務付けへ 厚労省検討（10

月3日） 

厚生労働省は、従業員の有

給休暇消化を企業に義務付

ける検討に入った。未消化の

社員が多い企業に対して罰

則規定を設ける考え。 

来年の通常国会に提出する

改正労働基準法案に盛り込

み、2016年春の施行を目指

すとしている。 

  

●「改正労働者派遣法案」が

臨時国会に提出（9月29日） 

政府は、先の通常国会で条

文に誤りが見つかり廃案とな

っていた改正労働者派遣法

案を閣議決定し、臨時国会に

提出した。改正により、企業

が派遣労働者を活用できる

期間や業種が拡大される。 

 

●「採用選考に関する指針」

の手引きの改定（9月16日） 

今般、採用選考活動の開始

時期の大幅な後ろ倒しに伴

い、これまで以上にキャリア

教育の充実に向けた企業の

協力を求める大学関係者の

声が強まっています。そこで、

大学が行うキャリア教育に協

力していく観点から、学内セミ

ナーの取り扱いについて、手

引き」の内容を見直しました。 

〔関連リンク〕 

「採用選考に関する指針」の

手引きの改定について」

http://www.keidanren.or.jp/p

olicy/2014/078.html 

 

●10月1日から愛知・三重・

岐阜の地域別最低賃金が改

定されます。 

愛知 780円→800円 

三重 737円→753円 

岐阜 724円→738円 

〔関連リンク〕 

必ずチェック最低賃金 

（厚労省） 

http://pc.saiteichingin.info/ 

労働関係法令等の最近の動き 

労働安全衛生法の改正（ストレスチェック制度） ［前編］  
【平成27年12月1日施行に決定】 

前号では、下記の「今後注目される労働関係法の改正予定」の概略をご紹介しました。 

1. ストレスチェック制度とは 

1. 労働安全衛生法の改正（ストレスチェック制度の創設）【平成27年12月1日施行に決定】 
2. 有期雇用労働者等に関する無期転換ルールの特例等について【平成27年4月1日施行予定】 
3. パートタイム労働法の改正【平成27年4月1日施行予定】 
4. 短時間労働者の厚生年金適用基準の拡大【平成28年10月施行予定】 ※ 従業員501人以上の企業 
5. 労働者派遣法の改正案（派遣労働者の受け入れ期間上限を撤廃する）【平成27年4月1日施行案】 

  
 今般の労働関係法の改正の中で大変注目されている、1. 労働安全衛生法の改正（ストレスチェック制度

の創設）について、ご紹介します。現在、弊社におきましても顧問先様への実務対応、サービス・支援内容を
構築しております。今後、年明け頃に、顧問先様対象のセミナーを開催する予定です。 

「ストレスチェック」とは、そもそも平成22年に当時の長妻厚生労働大臣の「健康診断で“うつ病”のスクリ
ーニングを義務付ける（当時はメンタルチェックと呼ばれていたもの）」という発言を契機に様々な経緯を経て
審議され、平成24年11月の衆院解散で、一旦廃案となったものです。 
平成26年に入ってから、ストレスチェックの義務付けを含めた労働安全衛生法の改正が労働政策審議会

で諮問され、通常国会にて成立しました。 
ストレスチェック制度の概要・スキームは、左下図のとおりです。このスキームに従い、50人以上の事業場

を持つ企業は、右下の三つのステップを実施することになります。 
 
 
 

2. “医師による面接指導”と”医師の意見に基づく措置” 

ストレスチェックの結果、“高ストレス状態”と判定された従業員がいた場合、50人以上の事業場では、産
業医等の面接指導を受けたいという申し出があれば、これらの希望者に面接指導の機会を提供する必要が
生じます。この面接指導は、いわゆる“過重労働”を行っている労働者に対する医師による面接指導の流れ
に似ています。 

 

 ステップ1 
労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医
師または保健師による検査（ストレスチェック）を受ける
機会を希望する労働者に提供すること 
 ステップ2 
事業者は、（問題ありとの）検査結果を通知された労働
者の希望に応じて医師による面接指導を実施すること 
 ステップ3 
その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合に
は、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就
業上の措置を講じること 

ストレスチェックの検査方法は、医師か保健師による対面での聞き取り面接によります。従来、一部の大
手企業で行われてきた“アンケート形式”によるものとは異なります。 

長時間労働者への医師による面接指導 ストレスチェック制度の医師等による面接指導 

対象者 
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えた時間外労
働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積
が認められる場合 

上述のストレスチェックの結果、"高ストレス状態"にあ
ると判定された場合 

面接指導 本人の希望が前提 本人の希望が前提 

目 的 
いわゆる"過労死"や"過労自殺"の恐れがないかの確
認 

うつ病等の精神疾患につながるメンタルヘルス不調の
予防と発見 

指導内容 
生活習慣に関する保健指導やストレス対処等に関す
る指導 

医師等によってストレスへの気づきを促し、ストレス対
処への指導 

面接指導の結果、産業医等から、担当職務の変更や残業をしないようにする等の意見が出されることに
なります。また、既にうつ病等の診断可能性が高い場合、産業医は早めに精神科等の専門医に診てもらうよ
う本人へ告げ、療養の必要性が高いことを企業側に告げる場合もあります。 
また、産業医等から職場単位や事業場全体に対して意見が出されることがあります。その場合、企業は、

毎月実施している衛生委員会（あるいは安全衛生委員会）等への報告を行い、検討し、必要な内容を実施
するという対応が必要になってきます。 
次号では、ストレスチェック制度の導入にあたっての実務的な課題や企業側の準備事項についてご紹介

します。 
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

今回の回答者 

就業規則等の周知義務 

〔質問〕 
初めて就業規則を作成し平成２６年１０月１日から施行する予定です。施行するにあたり、ど
のような点に注意すれば良いのでしょうか？ 

〔回答〕  
労働基準法では就業規則の周知義務が定められており、最低限従業員へ周知する必要が
ありますが、余裕が有れば従業員への説明会を開催すべきと考えます。 

 労働基準法第１０６条に、「使用者は法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示等によって労働者に
周知しなければならない。」となっています。 
 周知方法は次の何れかで行います。 
① 常時、見やすい場所へ掲示・備付ける 
② 書面で交付する 
③ 常時確認できるパソコン等の機器を設置する 
 
  

◆ 就業規則を作成・変更したときは従業員への周知が必要！ 
 

 「就業規則を作成する必要はあるのか？」と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、単に「法律の定めがある
から作成する必要がある」ではなく、「就業規則の内容は、合理的な労働条件を定めている限りにおいて個々の
労働者の労働契約の内容になる。」との判例法理が確立しています（秋北バス事件）。全ての労働条件を労働契
約書や雇入れ通知書に記載することは不可能です。よって合理的な内容の就業規則を作成し、従業員へ周知す
ることで、就業規則は労使共に守るべき労働契約となるわけです。 
  

◆就業規則作成の必要性 

◆就業規則等周知の重要性  
 就業規則等の周知のポイントは上記のとおり、従業員が常時確認できる方法で行う必要があるということで
す。就業規則の周知について重要な判例として「フジ興産事件」があります。この事件は労働者に適用した懲
戒処分に対し、当該労働者は勤務する場所に就業規則が存在しなかったことを理由に懲戒処分の違法・無効
を争いました。 
 結果は、「労働者代表の同意を得て、所轄の労働基準監督署へ届け出たのみでは不十分であり、その内容
を労働者に周知させる手続きを採っていない懲戒処分は無効」と判断し、労働者側が勝訴しました。 
 この裁判は、就業規則の効力が認められるには、その内容の適用を受ける労働者に周知することが必要と
の最高裁の立場を明らかにした重要な判決です。 

社会保険労務士 
森 宏之 



〒461-0001 
名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル5F 
TEL  052-937-5615  FAX  052-937-5620 
URL : http://www.delight-c.com/ 
E-mail : info@delight-c.com 

ホームページもぜひご覧ください http://www.delight-c.com/（社長とスタッフのブログ 随時更新中！） 

Editor's note 
最近は、爽やかな秋晴れが続いています。真っ青な青空を見ると、
すがすがしい気持ちになりますね。今年の夏は天気に恵まれません
でしたが、9月になってから絶好のお出かけ日和が続いています。 
 私は先日、家族と共に多賀大社を訪れました。私の厄払い(年がば
れる。)と祖母の延命長寿をお願いするためです。祖母は今年米寿を
迎えますが、100歳を目指すと意気込んでいます。神様はそれ以上
長生きするのかと思っておられるかもしれませんが、家族として祖母
にはいつまでも元気ていてほしいと願う1日でした。     (スダ) 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

総務のお仕事カレンダー 2014年10月・11月 

10月1日（水） 大学生への採用内定の通知開始 

10月10日(金) 

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

源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付（9月分） 
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」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

10月31日（金） 

9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/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)※口座振替を利用しない場合 
参考リンク：厚生労働省「労働保険料の申告納付」 
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm 

労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告) 
参考リンク：厚生労働省「労働災害が発生したとき」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html 

11月10日(月) 

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

源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付（10月分） 
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」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

11月14日（金） 
継続・有期事業概算保険料延納額の支払（第2期分※口座振替を利用する場合） 
参考リンク：厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」 

12月1日（月） 
10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/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

[1]定時決定の反映と新しい保険料率による控除 
  定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を
翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成26年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の
保険料率が改定されていますので、新しい保険料額表を確認ください。 

■参考リンク 
 日本年金機構「保険料額表(平成26年9月分～)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438 

[2]各都道府県で地域別最低賃金額が変わります 
 今月より地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および
発効年月日を確認しておきましょう。 

■参考リンク 
 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 

［3］パート等の年間収入チェック 
 パートやアルバイト等の方は、所得税法上の扶養親族範囲(給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあり
ます。そのため、年末になってこのまま勤務すると範囲を超えるため、急に休んでしまうことが心配されます。今のうち
から年間収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって人手が足りないと困ることがないよう、調整しておきま
しょう。 
［4］賞与決定までの準備 
 11月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。 
［5］年末調整の申告書の手配 
  11月は、年末調整の時期になります。記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整
えておくことが準備の上で重要になってきます。 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

『上司になっては  
    いけない人たち』 

本田有明／著  2014.4.18 
PHPビジネス新書、840円+税 

問題は「いまどきの若者」では

なく、「いまどきの上司」にある。

著者の言葉というより、企業の

人事担当者の嘆きとして、昨今

こんな風に言われることが増え

ているとのこと。 

「セブン-イレブン」と呼ばれる

課長（朝の7時から夜11時まで

仕事。家に帰っても居場所がな

いから。部下も付き合わせてし

まう）、問題があるのに「ない」と

いう無責任上司、何でも他人の

せいにする卑劣上司、気に入ら

ない部下を排除する暴君上司

など、グレーな上司（ブラックの

一歩手前）のオンパレードです。 

本書には、これを反面教師と

してそうならないようにするため

の処方箋も書いてあるのですが、

部下の立場からはそんな上司

に当たってしまった場合、どう対

峙するべきかという読み方もで

きます。柔らかいタイトルの割に

前半は意外と硬派な内容です。 

部「下」があっての「上」司であ

ることを忘れてはいけませんね。 


