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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!! 

いい会社になるためのロジック（循環） 

前回はビジネスマナー習得の真の目的について

紹介しました。今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

（循環）について考えてみたいと思います。 

 

「いい会社」の第一印象はやはり挨拶などビジネ

スマナーが素晴らしいといえますが、実は下図の

ような循環になっています。下図の「社員一人ひと

りのビジネスマナーが向上した！（小さな成功体

験）」を出発点にして、矢印のように進んで見てみ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図の中で注目すべき点は「社員の成長」で

す。社員はビジネスマナーが少しできるようになっ

たことを認めてもらうと、「有能感」が芽生えます。そ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の有能感がモチベーションを高め、もっと組織に

貢献していきたいという気持ちにさせます。社員が

成長するから中長期的には「顧客の厚い信頼」→

「収益の増加」→「いい会社」→「いい人材の獲得」

という、会社としては最も望ましい循環に入ることが

できます。私がこれまで訪ねた「いい会社」では、こ

のような循環に入って成功をおさめています。 

時間はかかりますが、みなさんの会社もビジネス

マナーでこのような循環をつくっていただきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は、なぜビジネスマナーはなかなか身につ

かないのかについて考えてみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 いい会社になるためのロジック（循環） 
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労働関係情報 

●労務行政研究所調べ

『2015年賃上げの見通し』 

◆2015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」としていました。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②］  
【平成27年12月1日施行に決定】 

前号に続き、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、現段階で決定している事
項のまとめ、実施準備～運用フローをご紹介します。 
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。50人以上の事業場（拠点単位）を有する企業様は、ぜひご相談ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1年に一回以上、スト
レスチェックの実施 

施行日は 
2015年12月1日 

50人以上の事業場で
は義務 

実施者は「医師、保健
師等」 

労働者は受検を拒否
できる 

うつ病のスクリーニン
グではない 

健康診断として実施す
るのではない 

職業性ストレス簡易調
査票の57項目 

会社は本人の同意な
く結果を知ることがで
きない 

該当者で申し出た従
業員へ医師の面接指
導の実施 

労働基準監督署への
結果報告 

集団的分析と職場環
境改善（努力義務） 

面接後、医師の意見
を聴取し、必要に応じ
就業措置の実施 

注意！ 
Webで安価なストレスチェックサービスを宣伝・提供している業者

にご注意ください。厚労省の簡易調査票をそのまま使ったものが
多く、行政が求めている要件を充たしていません。 

ストレスチェック制度の現段階のまとめ 【平成27年3月現在】 

WFJ資料を加筆修正 

ストレスチェックの実施準備～運用フロー 【弊社ご提案】 

会社によ
る方針の
表明 

衛生委員会での調査審議 

ストレスチェック関連の 
社内規程等の整備 

（会社） 
労働基準
監督署へ
報告 

（会社） 
必要に応じ
就業措置実

施 

（従業員） 
面接指導を
会社に申出 

（医師） 
面接指導の

実施 

（医師） 
相談機関・ 

専門医へ紹介 

（実施者） 
分析結果を
会社に提供 

（実施者） 
職場毎に集
団的分析 

従業員説明と情報提供 

（実施者）ストレスチェック実施 

（実施者） 
個人結果を従業員へ直接通知 

（実施者） 
医師面接指
導の申出確

認 

（実施者） 
会社への結
果の従業員
同意の確認 

（実施者） 
会社へ 
結果提供 （会社） 

面接指導を
医師へ依頼 

（会社） 
就業措置
の医師意
見聴取 

実施者・・・デライトコンサルティング（ウェルフルジャパン会員）及び 
       ウェルフルジャパン提携の医師・保健師 

（会社） 
ストレスチェックと面接指導の
実施状況の点検・確認と改善

事項の検討 
（PDCAを回す） 
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 労働基準法第１５条に、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条
件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他厚生労働省令で定め
る事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」となっています。 
 
 明示事項は以下のとおりとなります。 
１．必ず明示しなければならない事項 
①労働契約の期間 ②有期労働契約を更新する場合の基準 ③就業の場所・従事する業務の内容 ④始業・終
業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に
関する事項 ⑤賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項 ⑥退職に関する事項
（解雇の事由を含む） ⑦昇給に関する事項 
  （赤文字は書面の交付によらなければならない事項） 
 
２．定めをした場合に明示しなければならない事項 
⑧退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事
項 ⑨臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項 ⑩労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する
事項 ⑪安全衛生に関する事項 ⑫職業訓練に関する事項 ⑬災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 
⑭表彰、制裁に関する事項 ⑮休職に関する事項 

 パートタイム労働法に該当する短時間労働者（パートタイマーや短時間正社員等）を採用するときは、上記赤文
字に加え、昇給・賞与・退職金のそれぞれ有無を書面で明示する必要があります。また平成２７年４月１日より、 
「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を設置し、担当者の役職・氏名を書面で明示することになり
ました。なおパートタイム労働法のパートタイマーとは、通常の労働者（主に正社員）と比べ週の所定労働時間が
短い労働者を指します。 
 

◆ 従業員を雇い入れた時は勤務条件を書面で明示！ 
 

◆短時間労働者（パートタイマー等）の採用時は要注意  

今回の回答者 

社会保険労務士 
森 宏之 

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

労働条件の明示 

〔質問〕 
４月に新しく従業員を雇入れますが、労働条件を提示するときに気を付けることは何でしょう
か？またどのような項目を明示しなければならないのでしょうか？ 

〔回答〕  
労働者の採用時に労働条件を書面で明示する必要があります。また、パートタイマーや契
約社員等働き方によって明示すべき項目は変わりますので、気を付けてください。 



〒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 

総務のお仕事カレンダー 2015年４月・５月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

『「基軸は人」を貫いて』 

井上 礼之／著  2008.2.21 
日本経済新聞出版社、1,700円+税 

「真に人を大切にするというこ

とは、人を育て成長させていくこ

とです。そのために、修羅場の

回数を増やしたり、難しい仕事

にあえて挑戦してもらったりする

のです」。 

こう強く語る著者は、「社員一

人ひとりの能力発揮と成長なし

に企業の発展はありえない」と

の信念（＝人を基軸に置いた

経営）のもと、社長、会長の立

場で、ダイキン工業を大きく成

長させてこられました。 

こう書くと社員に厳しい会社の

ように感じるかもしれませんが、

社員には帰属意識を求めること

を強調し、現に同業他社よりも

定着率が高い社風の良さは、

真剣に人を大切にすることを考

えてこられた結果ではないかと

思います。「企業は人なり」を実

践してこられた好例です。 

本書は、2007年に日本経済

新聞で連載されていた「私の履

歴書」が第Ⅰ部として構成され

ています。著者の人となりも理

解できる贅沢な一冊です。 

 
 
 
 
 
 
 
寒さも和らぎ、日に日に暖かくなり、桜のつぼみも膨らみすっかり春にな
りました。当社の近くにある早咲きの桜はもう花びらを開かせとてもきれい
に咲いています。 
４月に入り桜を見ていると入学式を思い出します。新たな場所でたくさん
の人たちと出会い、様々な事を学び、日々新し事ばかりでとても新鮮な
気持ちだったことを思い出します。仕事も同じ様に「初心忘れるべから
ず」の気持ちでお客様に喜んでいただける仕事ができるよう気持ちを入
れ替え頑張りたいと思います。 （ヤ） 
 
 
  
 
 
 
       

4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（3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 

4月15日(水) 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 

4月30日(木) 

3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 

労働者死傷病報告書の提出（休業4日未満の1月～3月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 

最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告・安全衛生教育実施結果報告 

5月11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（4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 

5月15日（金） 

障害者雇用納付金の申告期限 
参考リンク：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「申告・申請期限、納付期限
及び支給時期について」 
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html 

6月1日（月） 
4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 

■ 高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例 
 平成27年4月から有期雇用特別措置法により、「専門的知識等を有する有期雇用労働者」と「定年に達した後引き
続いて雇用される有期雇用労働者」に対して、会社が特別の措置を講じた場合には無期転換ルールに関する特例
が適用されることとなりました。 
参考リンク：厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf 
 
■ パート労働者の相談窓口の設置と明示 
 4月より改正パートタイム労働法が施行され、相談窓口の設置と書面への明示が必要となります。 
参考リンク：厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html 
 
［4月のアクション］ 
[1]労働者名簿の調製 
新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、
入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保
存しておくことになっています。 
 
[2]年次有給休暇の付与（4月1日付けで一斉付与の場合） 
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。 


