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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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ビジネスマナーを身につけよう!!【1】 P.1 

労働安全衛生法の改正［中編］ 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。 
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ビジネスマナーカード発売中！ 

ビジネスマナーを身につけよう!! 

ビジネスマナーの意義 

弊社では左記にありますように、ビジネスマナー

の習得をカードで行う革新的なツールを開発しま

した。今号から数回にわたりビジネスマナーの意

義や目的、なぜビジネスマナーができると、利益を

出せる「いい会社」になっていくのかについてご紹

介します。第１回目はビジネスマナーの意義につ

いてです。 

 

ビジネスマナーの意義を考える前に、そもそもマ

ナーの意味について考えてみます。マナーの意

義は一般的に辞書を引くと、次のように紹介されて

います。「社会の中で人間が気持ち良く生活して

いくための知恵である態度、礼儀」「相手に不快感

を与えないための最低限のルール（所作、振る舞

い、その精神）」 

では、ビジネスマナーの意義はというと、次のよう

になります。 

【ビジネスマナーの意義】 

●職業人として知っておかなければならない最  

  低限の礼儀。コミュニケーションの土台 

●仕事を行っていく上で相手を不愉快にさせな   

  いための基本的な礼儀                                                                                                                                                                                                       

さらに、このようにも表現できます。 

●相手に対する思いやり、気遣いを表すための  

 所作や言葉遣い等の「形」。大切なのは「形」そ 

 のものではなく、そこに込める気持ち。 

 

 

 

 

簡単に一言でまとめると、ビジネスマナーは「仕

事を行ううえでの最低限の礼儀や気遣い」といえま

す。しかし、この最低限の礼儀や心遣い、多くの会

社で本当にできているのでしょうか？ 

 

仕事上での礼儀や気遣いを語るうえで、「サービ

ス」「ホスピタリティ」「おもてなし」があります。ビジネ

スマナーとこれらとの位置関係は次のように整理で

きます。 

 

                                           

 

 

 

 

 

この図からも分かるとおり、やはりビジネスマナー

はモラルの１つ上ですから、やはり最低限といって

もよいと思います。利益を出している「いい会社」は

この最低限のことを徹底しているように思います。

最低限ですからどんな会社にもできることです。 

次回はビジネスマナー習得の真の目的について

考えていきます。目的が明確になり共有できれば、

ビジネスマナーは自と取り組めるようになります。 

 

 

 ビジネスマナーの意義 

代表取締役 近藤圭伸 

革新的マナー習得メソッド誕生 

 ビジネスマナーの位置づけ 

 
 

おもてなし 

ホスピタリティ 

サービス 

（ビジネス）マナー 

モラル（道徳や倫理） 
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労働関係情報 

●有期雇用労働者特別措置

法案が成立（11月21日） 

先の通常国会で継続審議と

されていた「専門知識等を有

する有期雇用労働者等に関

する特別措置法案」は、11月

18日の厚生労働委員会で可

決のうえ、21日の衆議院本会

議で賛成多数により可決、成

立しました。これにより、同法

は2015年4月1日より施行さ

れることとなります。 

  

●セクハラ・マタハラの本格

調査を実施へ（11月16日） 

厚生労働省は、職場におけ

るセクシュアル・ハラスメント

（セクハラ）や、妊娠・出産を

理由に職場で嫌がらせを受

けるマタニティー・ハラスメン

トマタハラ）について、初めて

本格的な調査を行う方針を

明らかにした。立場の弱い非

正規雇用の女性などへの被

害の実態を調べ、改善策を 

検討する考え。 

 

●確定拠出年金の掛金上限

額を年収比例に 厚労省案

（10月25日） 

厚生労働省は、確定拠出年

金の掛金（保険料）の上限額

を「年収の10～20％」に見直

す検討に入った。現在は月5

万5,000円となっている上限

額を年収比例として各人の老

後の蓄えを増やす狙い。同

省は改革案を年末までにまと

め、来年の通常国会に提出

する方針。 

 

●職務発明に対する報奨を

企業に義務付けへ（10月17

日） 

政府は、特許法改正により、

社員が仕事で行った職務発

明の特許権を「会社のもの」

とする代わりに、社員に対す

る報酬や昇進などの報奨に 

関する社内規定を設けること

を企業に義務付ける方針を

固めた。 

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） ［中編］  
【平成27年12月1日施行に決定】 

前号に続き、今号では、労働安全衛生法の改正（ストレスチェック制度の創設）の導入にあたっての実務
の流れやストレスチェックの内容についてご紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［ステップ１］ 一般健診の問診とストレスチェックとの関係／ストレスチェックの項目 

 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 

一
般
健
診
と
同
時
又
は
別
に
実
施 
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
項
目
は 

次号では、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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労働者の同意を得て通知 

ステップ２ 
ステップ３ 
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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 

定期健康診断実施後、会社がすべき措置 

〔質問〕 
毎年、定期健康診断を実施しています。健康診断を実施しただけでは会社として対応が不
足していると労働基準監督署に指摘を受けました。会社がすべき措置はどのようなものが
ありますか？ 

〔回答〕  
定期健康診断の実施後、会社は以下の措置が必要です。 
①健康診断の結果の記録、②労働基準監督署長への報告（常時50人以上） 
③医師等からの意見聴取、④従業員への結果通知と保健指導 

 事業者は、健康診断の実施後、健康診断の結果を記録しておかなくてはなりません（安衛法第66条の3）。具
体的には、「健康診断個人票（様式第5号）」を作成し、5年間保存が義務づけられています（安衛則第51条）。 
 また、常時50人以上の従業員を使用する事業者は、定期健康診断実施後、遅滞なく「定期健康診断結果報
告書（様式第6号）」を所轄の労働基準監督署長に提出をしなければならなりません（安衛則第52条）。 

◆ 健康診断の結果の記録と労働基準監督署長への報告 
 

 事業者は健康診断を受けた従業員に対し、健康診断の結果を遅滞なく通知をしなければなりません（安衛法
第66条の6、安衛則第51条の4 ）。通知を怠ると処罰もあります（安衛法第120条、122条）。 
 事業者は健康診断の結果、「特に健康の保持に努める必要があると認める従業員に対し」、医師または保健
師による保健指導をすることを努力義務として課されています（安衛法第67条の7第1項 ）。 
  
 最後に、労働安全衛生法（安衛法）で定める事業者の義務は、労働災害を防止するための「最低基準」を定め
たものであり、罰則も定められているものもあります。従業員の健康を保持するとともに、事業者の安全配慮義
務違反を問われないためにも健康診断後の措置はとても重要です。 
 
  
 

◆従業員への健康診断の結果通知と保健指導 

◆医師等からの意見聴取（重要！）  
 事業者は健康診断の結果に基づき、健診項目に異常所見があると診断された従業員について、医師・歯科
医師（以下「医師等」）から意見を聴取しなければなりません（安衛法第66条の4）。 
  産業医の選任義務のある事業場（常時50人以上の事業場）では、産業医から意見を聴くことが適当とされ
ています。産業医の選任義務のない事業場（常時50人未満の事業場）では、無料で利用できる「地域産業保
健センター」がおすすめで、「健康診断実施後の医師等の意見を聴きたい」と予約をすることができます。 
 医師等の意見聴取は、原則、健康診断が行われた日から3ヵ月以内です（安衛則第51条の2）。ただ、できる
だけ速やかに意見聴取することが適当とされているため、健康診断の実施日を決定したら、一緒に医師等の
意見聴取の予約をとると、忘れなくてよいでしょう。 
 医師等の意見聴取により、事業者は必要があると認められるときは、「就業場所の変更、作業の転換、労働
時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又
は整備、当該医師等の意見を衛生委員会、安全衛生委員会等に報告、その他の適切な措置」を講じなくては
ならないとされています（安衛法第66条の5 ）。  

 

特定社会保険労務士 
土方 聡子 



〒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 

今年も早いもので、もう師走となりカレンダーも最後の一枚になりまし
た。今年一年を振り返ってみて、みなさんどんな年でしたか？ 
私は、今年は身内や親友に祝い事がたくさんあり、家族が増えたり、
両親が還暦を迎え、日頃の感謝の気持ちを込めて親戚一同で還暦
パーティーを開いたり、家族のつながりがとても良いものだと感じるこ
とができた一年になりました。 
来年も家族が健康で、幸せな年になりますように・・・・       (ヤ） 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

総務のお仕事カレンダー 2014年12月・2015年1月 

12月10日(水) 

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（11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 

2015年 
1月5日（月） 

11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月13日(火) 

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（12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 

1月20日（火） 
源泉所得税の特例納付（7月から12月分・納付特例届出書提出者） 
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 

2月2日（月） 

12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3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10月から12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/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/
rousai/index.html 

税務署へ法定調書（源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表）の提出  
参考リンク：国税庁「法定調書関係」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 

市区町村への給与支払報告書の提出 
参考リンク：国税庁「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の
手引」http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/index.htm 

[1]賞与支払届の提出 
  賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険
組合)へ届け出る必要があります。 
 
[2]年末調整 
 そろそろ資料の回収が整い、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。今年の注意点と
しては、マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額が10月20日から引上げとなり、4月1日に遡って適用がされ
ます。すでに改正前に支払われている通勤手当については、年末調整で調整をすることになりますので、作業がス
ムーズに進むよう、取扱いを確認しておきましょう。 
 
［3］お歳暮、年賀状の送付 
 あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、25日頃までには送付するよ
うにしましょう。 
 
［4］2015年4月入社の内定者への情報提供 
 いよいよあと3ヶ月後に新卒者が入社してきます。内定者に対して入社までの研修スケジュールについて連絡をと
っておき、会社のことをよく知ってもらうようにしておくことが望まれます。  

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

『駆け出しマネジャーの 
成長論』 

中原 淳／著  2014.5.10 
中公新書ラクレ、880円+税 

唐突ですが、次の７つ、何か

わかりますか？ 

①部下育成 

②目標咀嚼 

③政治交渉 

④多様な人材活用 

⑤意思決定 

⑥マインド維持 

⑦プレマネバランス 

これは、なりたてのマネジャー

（管理職）が共通して直面する

挑戦課題です。 

この中でも①、②、⑦の３つが

特に悩みを抱えやすい課題で

あるとのこと。今となっては、ほ

とんどのマネジャーがプレイヤー

としての仕事もこなしており、上

記の課題をクリアしてもらうこと

は、会社の成長にとっても重要

な課題と言えます。本書では、

この７つの課題の本質と、それ

ぞれに対し、どう対応すれば良

いかについて、現場の実情を踏

まえて詳しく書かれています。 

これまでありそうでなかった、

今年イチオシの書です。 


