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定価 3,000円（税別） 

 

あなたは身近にいる家族や職
場の仲間を認めていますか？ 
 
人は生まれながらに承認欲求
をもっています。この承認欲求
を満たすことによって、人は周
りから必要とされていることを
実感し、生きる価値と喜びを感
じます。 
 
少し大げさかもしれませんが、
人は承認なしでは生きていけ
ないのです。 
 
私はこの承認のパワーは人々
のやる気を引き出し、生きる価
値と幸せを与えてくれるものと
確信しています。 
 
この度、日本の承認研究の第
一人者、同志社大学政策学部
の太田肇教授の多大なるご支
援をいただき、「承認カード」が
誕生しました。 
 
承認カードは、認める視点を
利用者に提供し、誰もが誠実
に相手を「認める」ことができる
カードです。 
 
ぜひ、承認カードを活用して
身近な人から認めていってく
ださい。 
 
そして、承認することで、あな
た自身が人から必要とされ、
「ありがとう」といってもらえる人
になってほしいと切に願ってい
ます。 
 
承認でモチベーションを引き
出し、「いい会社」をつくってい
きましょう！ 

承認カード発売中！ 

全ての人がハッピーになるメソッド誕生 

大切な人を認めていますか？ 

承認でモチベーション・アップ！ 

 今回は承認力向上研修を実施した会社の事例を

紹介します。承認の研修を本格的に企業研修として

実施した会社は、日本初かもしれません。 

 

 業種：精密電子部品加工メーカー 

 所在地：岐阜県  社員数：約60名 

 

 当社では、社員同士のコミュニケーション（あいさつ

すらできていない状況）が希薄で、部門間の壁が高く

、将来を担う人材が育っていませんでした。社長は危

機感を持ち、まずはお互いを理解し認め合う風土を

つくることが重要だと考え、管理職から承認を実践し

てもらうことを決意しました。 

 

１．対象者：職場リーダー以上の管理職（約20名） 

２．1日6時間（3時間のフォーロー研修を別途実施） 

３．ワークショップ形式 

４．研修の目的： 

  ①部下のモチベーション・アップをはかる 

  ②部下の行動を望ましい方向に導く 

  ③良好な人間関係を築く 

５．研修の概要（管理職への案内要約） 

 承認（相手を認める）は相手が気づかない優れた能

力・資質、業績、可能性などについてその「事実」を

本人に伝え自覚させることです。上司から部下への

承認は部下のモチベーション（やる気）を引き出し、

信頼関係を築き、部下の成長と組織パフォーマンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

の向上につながります。本研修は正しく承認を理解し

、「承認カード」とケース・スタディを通じて、体系的か

つ効果的に承認力の向上はかります。 

 

 研修は次のようなプログラムのもとに、個人ワークと

グループワークで実施しました。研修の最後には「当

社で必要な承認の言葉がけ」をオリジナルで考えても

らい、その後職場で実践してもらいました。その実践

結果は後日、フォロー研修で共有しました。 

 １．承認の意義とその目的 

 ２．承認カードを使った承認力自己診断 

 ３．正しく効果的な承認の仕方 

 ４．失敗しない認め方、ほめ方 

 ５．ケース・スタディ(田中主任の上司)  

 ６．当社に必要な承認の言葉がけの作成 

 

  研修の結果、次の成果が得られました。 

 ①承認の重要性（目的の①～③）を管理職全員が  

  理解・共有できた 

 ②自分の承認力の把握ができ、コミュニケーション  

  の振り返りができた 

 ③職場で承認を実践をする準備ができた 

 次回は、実際に職場で承認を実践してもらった結

果、職場がどのように変わっていったかを報告します

。楽しみにしていてください。 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 承認力向上研修実施企業の概要 

 承認力向上研修実施の動機 

 研修の実施概要 

 プログラム内容 

 承認力向上研修の成果 



4. 有期雇用特別措置法 

ＴＯＰＩＣＳ 

労働関係情報 

●残業月100時間超で産業医報

告を義務化へ（１月25日） 

厚生労働省は、企業に対し、月

100時間を超えて残業している従

業員を産業医に報告することなど

を義務化する。今年度中に省令

を改正し６月から運用を始める方

針。健康診断で異常が見つかっ

た従業員についても月の残業時

間や夜勤回数など産業医が求め

る情報を提供させる。過労死等を

防止するため産業医の権限を拡

大する。 

●「残業時間の上限規制」法制

化を検討 政府（1月20日） 

政府は、2月1日開催の働き方改

革実現会議において残業時間の 

上限規制を検討する議論に入る

ことがわかった。「特別条項付き

三六協定」に強制力のある上限

を設定し、違反企業に対する罰

則も設ける考え。1カ月単位だけ

でなく半年や1年単位の上限も設

定する。 

●年金・健保・雇用保険の手続

一元化を検討 政府（1月11日） 

政府は、年金・健康保険・雇用保

険などの社会保険に関する手続

きについて、ハローワークや年金

事務所に別々に申請する手間を

なくすなど一元化を進める方針を

示した。マイナンバーや住民基

本台帳ネットワーク、法人番号の

連携により、重複する書類申請の

簡素化を検討するとしている。 

●キャリアアップ助成金に新コー

ス創設へ 厚労省方針（1月5日） 

厚生労働省は、2017年度からキ

ャリアアップ助成金に新たに「諸

手当制度共通化コース（仮称）」

を設ける方針を示した。正社員と

非正規社員に共通した手当（通

勤手当や役職手当など）を設け

た企業が対象で、中小企業は40

万円、大企業は30万円の助成が

受けられる見込み。 

●マイナンバーカードを保険証

代わりに 2018年度にも（1月3日） 

政府は、2018年度にもマイナン

バーカードを医療機関で健康保

険証として使用できるようにする

方針を明らかにした。医療機関

からの診療報酬請求を受ける審

査支払機関が健康保険組合など

からの委託を受ける形で資格確

認を行い、照会に答える仕組み

とし、利用開始から当分の間は従

来の保険証との併用とする見込

み。厚生労働省は2017年度予算

案に関連費用を計上している。 

 

労働関係法令等の最近の動き 
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「労働契約法改正（H24.8.10公布）」への対応実務 

「労働契約法の一部を改正する法律」が2012年8月10日に公布、2013年4月に全面施行され、有期契約労働者が安心して働き続け

られるよう、反復更新で通算５年を超えた場合の無期契約への転換や、有期・無期契約労働者間の不合理な労働条件の相違の禁

止などが規定されました。特に『無期労働契約への転換』については、施行日（2013年４月１日）以後に開始する有期労働契約が対

象となるため、この問題が発生するのは2018年４月１日以降であり、あと残すところ1年余りとなりました。 

今号では、改めて「法改正の概要」「実務対応の進め方」などについてご紹介いたします。 

 

 

有期労働契約について３つのルールを規定しています。 

派遣社員は、派遣元（派遣会社）と締結される労働契約が対象となります。 

 1. 労働契約法改正の概要 

 2. 実務対応の進め方 

下記のステップにより、現状調査～社内ルール整備～導入準備へ進めていくことをお勧めい

たします。特に「有期労働契約」の人数が多い企業様は、詳細な検討が求められます。 

 3. 対応方針の検討 

「専門的知識等を有する有期雇

用労働者等に関する特別措置

法」が公布され、 

(１)高度な専門的知識等を有す

る有期雇用労働者、 

(２)定年後引き続き雇用される有

期雇用労働者 

その能力を有効に発揮できるよ

う、事業主がその特性に応じた

適切な雇用管理を実施する場

合に、一定の期間については、

無期転換申込権が発生しないこ

ととする特例が設けられました。 

（2015年４月１日から施行） 

 

★特例の適用を受けるためには

、対象労働者の特性に応じた雇

用管理に関する措置について

の計画を作成し、本社・本店の

所在地を管轄する都道府県労

働局長に認定の申請を行う必要

があります。 

（1）高度専門職の適用範囲は、

博士学位、 公認会計士、医師、

ITストラテジスト等に限定されて

いることに加え、年収要件があり

、１年間当たりの賃金の額に換

算した額が、1,075万円以上とな

っていますので、この特例を適

用できるケースは少ないと思わ

れます。したがって多くの企業様

では、 （2）定年後引き続き雇用

される有期雇用労働者について

、都道府県労働局へ認定の申

請を行うことになります。また、こ

の認定申請は、2018年3月まで

に完了しておくようにします（既

述のとおり、早くて2018年4月に

無期転換の申込権が発生する

有期契約労働者があるため） 
 

弊社の顧問先様には、今後順

次、その申請に関する説明資料

の送付又は担当者訪問により、

ご案内させて頂きます。 
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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 

海外で出産した場合の出産育児一時金 

〔質問〕 

  私は、全国健康保険協会に加入している企業に被保険者として 

  勤務しています。 

   今年の８月に夫の故郷（ハワイ）で出産する予定です。 

   その場合出産育児一時金を受けることはできますか？ 

〔回答〕  

現地の病院に一旦、出産費用を支払い、その領収証に翻訳文 、その他必要な書類を添

付し、健康保険出産育児一時金支給申請書（様式）とともに、会社を管轄する協会けんぽ

都道府県支部に郵送で提出することにより審査後、支給を受けることができます。 

◇健康保険の出産育児一時金は、日本国内の産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合、1
児 につき42万円ですが、 海外の医療機関で出産した場合、1児につき40.4万円になります 

【様式】 1ページ目 

① 公的機関（ハワイ州）の出生証明書の原本 
 

② 現地の医療機関等に支払った領収証の写し 
 

③ 上記①および②の翻訳文（翻訳者署名、住所および電話番号を明記、翻訳者は被保険者可） 
 

④ 被保険者の当該渡航履歴の記載されたパスポートの写し 

【様式】 2ページ目 

今回の回答者 

社会保険労務士 
矢崎 秀樹 

下記の書類を『出産育児一時金支給申請書』に添付してください。 



〒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 : info1999@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 2017年2月・3月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

2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 

1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」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

2月14日(火) 
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「労働保険料等の口座振替納付」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html 

2月16日(木) 
所得税の確定申告受付開始（3月15日まで） 
■参考リンク：国税庁「平成28年分確定申告特集」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 

2月28日(火) 

1月分の健康保険料、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」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

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」 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html 

3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 

2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」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

3月15日(水) 
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28年分確定申告特集」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 

3月31日(金) 

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」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

 

[1]労働保険料等の口座振替納付の申込 

労働保険料等の納付は口座振替にすることができるようになっています。来年度（第1期）より口座振替とするには、2

月25日までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。 

 

[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]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しているところがありますので、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。 

 

[4]1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成 

年度単位など4月始まり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。 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

今年の冬は、本当に寒さが厳しいですね。まだ暫く、寒波は続きそうな気配です
。寒さが苦手な私としては、辛い限りです。カイロを貼ったり、厚手の靴下を履い
ても、あまり効果が見えず。。足に貼ったカイロが冷えてしまうくらいです。ところ
が、冷え症の私でも、運動をして体を動かすと、一気に体温が上昇して汗だくに
なります。特に、全身を動かすズンバやエアロビは効果的ですね。楽しい音楽
にのせて、のりのりに踊りながら、ストレス発散も出来ます。寒くなるとついつい
部屋の中で、じっとしてしまいがちです。でも、体を動かして、血流を良くすること
が、冷え性には一番の対策なのだと身をもって感じました。(ス） 

『入門 組織開発』 
活き活きと働ける職場をつくる 

中村 和彦／著  2015.5.20 
光文社新書、740円+税 

この１０年くらいの間に「組織

開発」という言葉を見掛ける機

会が増え、今はブームのように

なりつつあります。1970年代に

も日本でブームになっていたこ

とがあったそうです。が、小集団

活動であるＱＣサークルが広が

るにつれ、取って代わったよう

に下火になっていったとのこと。

その後、バブル経済が弾けて

成果主義人事制度などの組織

のハードな側面での改革が増え、

そのことで疲弊感が増した（？）

2000年ごろから、手法としての

コーチング研修やファシリテー

ション研修などソフトな側面を捉

えた組織開発の技術が流行る

につれて、その集大成である組

織開発が今拡がっているという

ことだそうです。とはいえ、つか

みどころのない組織開発に関す

る書籍はまだまだ少ない状況で

あり、本書は組織開発を知る上

で貴重な一冊と言えます。「入

門」とありますが、組織開発の

概要書という趣で、まずは学び

のきっかけとして役立つ本です。 


