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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!!【2】 P.1 

労働安全衛生法の改正［後編①］ 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!! 

ビジネスマナー習得の真の目的 

前回はビジネスマナーの意義について紹介しま

した。それは「仕事を行ううえでの最低限の礼儀や

気遣い」でした。 

今回はビジネスマナー習得の真の目的について

考えてみたいと思います。 

 

ビジネスマナー習得の真の目的は次の４つに集

約されます。 

①人づくり 

「あいさつ」や「掃除」等、社会人として当たり前の

ことをコツコツと実践・継続することで、人間として

大きく成長する基礎が築かれます。小さなことがで

きると周りから認められたり、自分でも少し自信（有

能感）がついてきます。この有能感が「もっと仕事

をして組織に貢献したい」という気持ちにつながっ

ていきます。ビジネスマナーは小さなことかもしれ

ませんが、人が他人と仕事をするうえで基本的なこ

とであり、成長の土台です。 

②良好な人間関係づくり 

特に「あいさつ」や「他人に対する気遣い」等は、

人間関係を築く基本中の基本です。そのようなこと

ができる人は周りから好感を持ってもらえますし、

接しやすいので人が集まってきます。ちょっとした

ビジネスマナーを心がけ継続することで、良好な人

関係ができ、さらに社員と社員、社員と顧客の心を

つなぐことができます。 

 

 

                                                                                              

 

③いい社風づくり 

「いい会社」を訪問すると、会社に入った瞬間に

笑顔があり、社員が自然体であいさつしてくれます。

また、なぜか職場の空気が温かく和やかです。ビ

ジネスマナーを社員が自然にできるようになると、

お互いを認め合い、思いやり、尊重できる職場、笑

顔あふれる職場になることができます。このような

社風の会社は働きやすく、社員は顧客から慕われ

るようになります。 

④顧客満足（お客様に喜びを） 

どんなによい商品・サービスを顧客に届けても、

ビジネスマナーに欠けていれば、顧客の信頼を得

られません。やはり顧客はビジネスマナーがしっか

りしている会社と付き合いたいと思っています。 

そのような社員のいる会社は商売が繁盛します。

結局は社員の幸せにつながるのです。                                                                                                                                                                                                

以上、ビジネスマナー習得の４つの真の目的に

ついて紹介しました。これらはどれも重要であり、ま

た相互に関連しています。ビジネスマナー習得は、

まず経営者や管理者がその目的を十分理解したう

えで、率先垂範して取り組んで頂きたいと思います。                                        

次回はビジネスマナーを習得すると、なぜ「いい

会社」になっていくのか、そのロジックといいますか、

からくりについて紹介します。 

 

 

 ビジネスマナー習得の真の目的 

代表取締役 近藤圭伸 

革新的マナー習得メソッド誕生 



Page 2 

ＴＯＰＩＣＳ 

労働関係情報 

●労務行政研究所調べ『15

年賃上げの見通し』 

◆15年賃上げ見通しは、平

均6788円・2.18％。 

厚生労働省が調査した2014

年の主要企業賃上げ実績

（6711円・2.19％）と同水準と

なります。 

◆経営側で「ベアを実施する

予定」と答えた割合は35.7％。

自社における今期交渉での

考えとして、経営側にベース

アップ（ベア）実施について尋

ねた結果、「実施する予定」

35.7％に対し「実施しない予

定」は37.6％ と両者が拮抗

する形となりました。一方、労

働側では、ベアを「実施すべ

き」が70.5％と7割を占めてい

ます。  

 

●H28より有給休暇5日消化

義務 H31より中小企業の残

業代アップ 

厚生労働省は、2月6日をめ

どに開く労働政策審議会に、

報告書の最終案として示す

予定です。政府は今通常国

会に労働基準法の改正案を

出し、平成28年4月に施行を

する予定です。 

◆有給休暇年5日 消化義務 

日本の有給休暇の取得率が

50%弱にとどまっているのをう

け、管理職を含むすべての

正社員に年に5日分の有休を

取らせることを企業の法的義

務にします。対象は年10日以

上の有休をもらえる人（フル

タイム勤務の正社員等）に絞

る予定です。 

◆月60時間を超える残業に

は割増賃率を50％以上に引

き上げ 

平成22年4月1日に施行した

改正労働基準法で月60時間

を超える残業には時間外割

増率が通常の25％以上から

50％以上に引き上げられた

ものの、原則として中小企業

に対しては、「当分の間、適

用しない」していました。この

適用猶予が平成31年4月より

なくなり、中小企業にも割増

率引き上げが適用される見

込みです。 

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） ［後編①］  
【平成27年12月1日施行に決定】 

前号に続き、今号から、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
的な課題や企業側の準備事項についてご紹介します。これまで発表されている資料などから、企業側には
下記の準備と体制整備が求められることになります。 
弊社では、総務人事・産業医・衛生委員会等の体制整備や実務フローの構築等の実施前の準備に加え、

ストレスチェック質問票の提供・配布・診断分析等の運用実務を総合的にサポートできる体制を整えており
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成27年12月1日施行までに企業側が準備しておくべき事項（主なもの） 
1. ストレスチェック業者の選定 
2. 実務フローの整備 
3. 就業規則の整備（労働者にはストレスチェックを受けることが義務化されていないため、運用上

注意が必要） 
4. 事前説明会（企業には従業員への説明が求められています） 
5. 医師による面談制度の準備（労働者の申し出があれば必ず実施する必要があります） 
6. 労働基準監督署への対応（届出や指導への対応が今後求められます） 等 

次号では、上記の準備事項（1.～6.）について、具体的にご紹介いたします。 
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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 

一般教育訓練給付金について 

〔質問〕 
従業員数４８人の損害保険代理店の総務担当者です。来年３人の採用を予定しています。 
そうしますと従業員数が５０人を超えますので衛生管理者の選任が必要となります。 
そこで、私が衛生管理者の資格をとりたいと思います。 
ハローワークからの給付金があると聞きましたが、どんな制度ですか？ 

〔回答〕  
雇用保険に原則３年以上加入している方が、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了後、
最寄りのハローワークに、支払った領収書などを添付して申請すれば、受講費用の２０％ 
（１０万円が上限）が受けられる制度があります。 

□厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を自費で受講し、修了したこと 
□次のいずれかにに該当すること 
 ①雇用保険の被保険者である期間が通算して３年以上であること 
   （初めての場合は、当分の間、「１年以上」の特例あり） 
 ②現在は退職しているが、雇用保険の被保険者であった期間が通算して３年以上あり、退職後１年   
  以内に厚生労働大臣指定の教育訓練を開始すること 
□過去に、この制度を利用したことがある場合は前回の教育訓練開始日から３年以上経っていること 
  

 

◆申請できる方 

 

社会保険労務士 
矢崎 秀樹 

◆もらえる金額 

・受講費用の２０％（上限１０万円／１回限り） （4千円を超えない場合は支給されません） 

上記②の例

平成27年4月1日

● ● 一般被保険者であった期間

● ○ ○☆ 一般被保険者でない期間● ○○

平成23年4月2日 平成26年4月1日

支給要件期間３年以上 １年以内

離職日就職日 受講開始日

◆手続き 

・教育訓練の受講修了日の翌日から１ヶ月以内に、支給申請書・修了証明書・領収書等を、住所地を管   
  轄するハローワークへ提出する。 

☆一般教育訓練給付金とは別に、受講期間が１～３年で、看護師や建築士といった専門的な職業の資格 
  取得講座などを受講修了した場合に、雇用保険に原則１０年以上加入している方が利用できる『専門実 
   践教育訓練給付金』 があります。 
  給付額は、訓練費用の４０％（年間３２万円を限度とし、最長３年間まで）。 
  資格取得等で就職に結びついたときは２０％を追加して給付（１年間の給付額は４８万円が上限など）。 
 



〒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 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

総務のお仕事カレンダー 2015年2月・3月 

2月10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（1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 

2月16日（月） 

継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分)※口座振替を利用する場合 
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 

所得税の確定申告受付開始（3月16日まで） 
参考リンク：国税庁「平成26年分確定申告特集」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 

3月2日(月) 

1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 

じん肺健康管理実施状況報告書 
参考リンク：厚生労働省「各種健康診断結果報告書」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html 

3月10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（2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 

3月16日（月） 
所得税及び復興特別所得税の確定申告期限 
参考リンク：国税庁「平成26年分確定申告特集」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 

3月31日（火） 

有害物ばく露作業報告書の提出 
参考リンク：厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」 
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html 

2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 

■ 2月のアクション 
[1]昇給の準備 
 4月昇給の事業所については、そろそろ昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきたい
ものです。 

 
[2]新入社員の受入れ準備 
 4月入社予定の新入社員の受入れ準備を進めましょう。入社前研修や入社後のスケジュールを決定するとともに、
寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。 

 
■ 3月のアクション 
[1]来年度の36協定締結 
  従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署
に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期
間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。 

 
[2]1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成 
  年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、労使協定や
年間カレンダーを作成しておきましょう。 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

 
 
 
 
2月に入ってからもまだまだ寒い日が続いていますが、春はもうすぐそこ
に近づいてきています。新年になり、今年の目標を掲げている方は沢山
いらっしゃると思います。かくいう私も、今年実現させたいことは山のよう
にあるのですが、既に2月に突入してしまい、ややあせりを感じておりま
す。時間が経つのは、本当に早いですね。 
毎日の時間管理をうまく行うことが、目標達成には何よりも大切だと痛感
しております。1月の反省を踏まえて、気持ちを新たに取り組んでいきた
いですね。まだ11か月もありますし! (ス) 
 
 
 
       

『心の病が職場を潰す』 

岩波 明／著  2014.9.20 
新潮新書、821円 

皆さんの会社は、精神疾患の

社員に対して、いわゆる「うつ病

切り」を行う会社でしょうか？手

厚く保護する会社でしょうか？ 

また、もし自分の体調がすぐ

れず、周囲から精神科の受診

を勧められたら、抵抗なく受診

しますか？精神疾患であること

を会社に知られるとキャリアに

マイナスになったり、会社から意

に沿わない異動や退職を持ち

かけられたりしないか、不安に

なることはないですか？ 

あるいは、人員に余裕のない

職場だとして、もし精神疾患で

休みがちな同僚が居たりしたら、

「一日でも早く、辞めてほしい」と

思うことはないでしょうか？ 

著者は精神科医です。上記

のようなリアルな対応や社員の

思惑を踏まえつつ、経営側へも

働く側へも偏らず、”心の病“の

基本的知識を解説しています。

まずは、どんな病気か、またそ

れに罹るとどうなるかを正しく理

解することが大切なんですね。

症例も豊富です。 


