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あなたは自分の『持ち味』に 
気づいていますか！？ 

自分にとって納得のいく人生を
築くためには、いかに「自分の
持ち味を活かすか」が大切で
す。それは特別に何か新しいも
のを付け加えることではなく、今
の自分をフルに活かすというこ
とです。他人と比べる必要もあ
りません。 

そのように人生を送ることがで
きれば、誰もが幸せな人生を獲
得でき、社会に貢献することが
できます。 

ところが多くの人々は自分自身
の「持ち味」に気づいていない
か、活かしきれていないようで
す。 

弊社では、ビジネスパーソンに
自身の「持ち味」を自覚し、活
かしてもらうことは、自分らしくイ
キイキ働く拠り所となり、ひいて
は組織の成長発展や社会全体
の活性化に大変意義のあること
と考えました。 

このような観点から「持ち味カ
ード」を開発し、「持ち味」の奥
深さ・素晴らしさの普及に努め
ております。 

ぜひ、「持ち味カード」を活用し
て、あなたらしい輝く人生を獲
得してください。 

また、経営者におかれましては
、社員の持ち味を活かした「持
ち味経営」の実践を通じて、笑
顔あふれる生産性の高い会社
にしていただきたいと願ってお
ります。 

  
 
 

持ち味カードリニューアル発売中！ 

自分の持ち味に気づいていますか？ 

あなたは自分の『持ち味』に 
気づいていますか？ 

『持ち味カード』が10年目にしてリニューアルしまし

た。「持ち味」は生きていく上で自分の拠り所となりま

す。これから、この持ち味を個人と組織の成長・発展

のためにどう活かしていったらよいか連載していきた

いと思います。今号では、まず『持ち味』とは何かに

ついて紹介します。 

 

そもそも人の「持ち味」って何でしょうか？弊社では

「よい方向に発揮されるその人の個性（特徴的な部

分）」だと、シンプルに考えています。 

「持ち味」と似たものに「コンピテンシー（好業績を

上げる人の行動特性）」や「強み」などがありますが、

それらには他人と比較する考え方が入るのに対して

、持ち味は他人と比べることはありません。 

みなさんよくご存知の二宮尊徳は「持ち味」のことを

「物や人に備わる良さ、取り柄」とし、それを「徳」と名

付けました。また、「徳（持ち味）」を活かして社会に

役立てていくことを「報徳」と呼びました。 

他にも各界の人々が「持ち味」について大変示唆

に富む持ち味語録を残していますので紹介します。 

 

人間というものは、持ち味（自分の天分）を生かし

切るとき、初めて本当の生きがいや幸せというものが

味わえる。自分に与えられた持ち味を生かし、自分

が責任をもって果たさなければならないつとめ(使命)

を自覚し、やり遂げること。これこそが人間としての成

功と呼べるものではないでしょうか。人生や人間とし

ての成功を、自分の持ち味を生かすことにあると考え 

 

 

 

、それを求めていくことによって、不満や悩みの解

消に役立ち、個人としての生きる喜びも、社会全体

の発展や繁栄も、より高いものになると思います。 

 

一人ひとりの力は、よその企業と変わりはないが、

一人ひとりの得手や持ち味を出し合い、それが一

つになって、これだけ伸びてきたと思うんです。人

生は“得手に帆あげて”生きるのが最上だと信じて

いる。 

  

 全世界にたった一人しかいないあなたに、神様

は誰にもないあなただけの持ち味を与えてくださっ

ている。その持ち味を最大限に生かすことで自分

を生かし切ることができ、社会に貢献できる。 

 

いかに「自分の持ち味を生かすか」が成功の秘訣

。それは特別に何か新しいものを自分に付け加え

ることではなく、欠点を含めた今の自分をフルに生

かすこと。 

  

以上のように、各界の著名人が持ち味の大切さを

説いています。これはどうやら自分の持ち味につい

て関心を持たざるを得ないですね。 

次回からは持ち味の活かし方、磨き方について

紹介していきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

持ち味ってなに？  語録②本田宗一郎（ホンダ技研工業㈱創業者）  

語録①松下幸之助（パナソニック創業者） 

 語録③安岡正篤（歴代総理に仕えた思想家） 

 語録④石川香（銀座クラブの名物ママ） 
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労働関係情報 

●「介護保険法改正案」が成立 

現役並み所得者３割負担へ（5月

26日） 

現役世代並みの所得がある高齢

者が介護保険サービスを利用する

際の自己負担割合を引き上げる

介護保険法などの改正法が、26

日の参議院本会議で可決、成立

した。2018年８月から一部の利用

者の負担割合が２割から３割に引

き上げられる。また、今回の改正

に伴い40～64歳の現役世代で収

入が多い人の介護保険料負担も

増すこととなる。 

 

●大企業における残業時間の公

表義務付けへ（5月18日） 

厚生労働省は、従業員数301人以

上の企業を対象に、月当たり平均

残業時間の公表（年１回）を義務

付ける方針を示した。従わない企

業に対しては罰則を設ける見通し。

仕組みの詳細については来年か

ら労働政策審議会で議論するが、

労務管理の事務負担が増えるた

め経営側からの反発が予想される。

2020年を目途に実施する考えで、

法改正が必要な場合は2019年の

通常国会に関連法案を提出する

方針。 

 

●うつ病で休暇取得者 約半数が

復職後5年以内に再取得 

（5月11日） 

厚生労働省の研究班は、うつ病に

なって病気休暇を取った会社員の

うち約半数が、復職後５年以内に

再発し、再度、病気休暇を取得し

ているとする調査結果を明らかに

した。再取得の要因について分析

したところ、仕事量が多い職場で

働く人ほど病気を引き起こしやすく

なる傾向があることがわかった。 

 

●「くるみん」などの認定基準を厳

格化（4月1日） 

厚生労働省は４月から、働きやす

い職場づくりに取り組む企業を認

定する制度である「くるみん・プラ

チナくるみん」（育児支援）、「える

ぼし」（女性活躍）、「ユースエー

ル」（若者育成）について、認定基

準を厳格化した。すでに認定を受

けている企業についても取消しの

対象とする規定を新設した。 

〔関連リンク〕 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000

156432.pdf 

労働関係法令等の最近の動き 

Page 2 

～改正労働契約法～ JILPT調査より 
企業はどう対応しようとしているのか／多様な正社員の活用状況・見通し 

前々号（2月号）でご紹介した労働契約法改正（H24.8.10公布）について、 
各企業様では、具体的な対応策（規則規程の改訂、対象者の分析、転換後の処遇等）を検討されているこ

とと存じます。 
今号では、JILPT（独立行政法人 労働政策研究・研修機構）が行った調査結果の内、 
『改正労働契約法の無期転換ルール（第18条）に対して、企業がどう対応しようとしているのか』についてご

紹介します。自社の対応策を検討する上での参考になれば幸いです。 
 
【調査方法】 
企業に対するアンケート調査※ 
※常用労働者を50人以上雇用する全国の民間企業２万社を対象に実施。4,854社が有効回答。 

 
【調査結果】 
「通算５年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」がもっとも

多く（フルタイム契約労働者を雇用している企業で45.4％、パートタイム契約労働者で50.8％）、これに「対応
方針は未定・分からない」（同順に23.9％、26.9％）、「有期契約労働者の適性を見ながら、５年を超える前に
無期契約にしていく」（同順に19.6％、11.1％）、「有期契約が更新を含めて通算５年を超えないように運用し
ていく」（同順に6.0％、5.8％）等が続いています。 

 
対応方針が未定・無回答が約3割あるものの、「通算5年を超えないように運用する」「派遣・請負に切り替え

る」といった『回避型』は約７％弱と少なく、「通算5年超え・申込で無期転換」「通算5年超え以前に適性によっ
て無期転換」といった『転換型（許容・活用）』が約60%と多くなっています。 

無期転換後の雇用区分について、 
① ｢多様な正社員｣区分を今後、新たに導入する予定がない企業 ・・・ 73.9％ 
 
〔導入しない理由〕（複数回答、多い順） 
「労務管理が煩雑・複雑になる」 52.7％ 
「雇用区分間の仕事や処遇・労働条件のバランスの取り方が難しい」 49.2％ 
「正社員と非正社員の違いが分かり難くなる」 30.2％ 
「多様な正社員に対する従業員ニーズが見極めにくい」 23.3％ 
「事業所数や事業範囲等が限定されている（多様な働き方を形成し難い）」 20.1％ 

 
②                〃             予定がある企業 ・・・ 20.4％ 

 
〔導入する理由〕（複数回答、多い順） 
「景気回復や少子高齢化等に伴い、必要な労働力の確保に対する危機感が高まっているから」 52.8％ 
「非正社員からの転換を促し、優秀な人材を確保（囲込み）したいから」 36.6％ 
「もっと女性や若者を採用・活用したいから」 31.8％ 
「正社員の働き方を見直すため（長時間労働やメンタルヘルスの改善等）」 28.7％ 
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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 

会社行事で従業員が怪我をしたら？ 

〔質問〕 

従業員が、会社の慰安旅行中に 

旅行先の施設内で階段を踏み外して骨折しました。 

業務災害（労災）として認められるでしょうか？ 

〔回答〕  

慰安旅行に業務遂行性など（重要判断要素）が認められなければ、業務災害

（労災）と認定されません。 

今回の回答者 

社会保険労務士 
間瀬 美穂 

 ①参加・不参加が従業員に委ねられている。 
  ・やむを得ない場合にのみ認められるなど強制参加ではない 
  ・不参加の従業員が欠勤扱い・年次有給休暇の消化となっていない 
 ②旅費の一部を従業員が負担している 
 
 

慰安旅行の内容をしっかり確認しましょう！ 

例えば・・・ 取引先の工場見学が予定されている 

研修旅行なので業務遂行性がある？！ 

それでも以下の要素があれば業務遂行性は認められません。 

会社が行う行事が業務上と認定されるには・・・ 

 ①事業運営上緊要なものと客観的に認められ 
 かつ、 
 ②従業員に対しこれへの参加が強制されている時に限り、 

業務行為になると解されることが必要となる。 
参考判例:【足羽道路企業事件･名古屋高裁金沢笹半／S５８.９．２１】 

 
 なお、行事の世話役・幹事等が職務の一環として参加する場合には、 
一般的に業務遂行性が認められることがあります。 
 



〒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6月・7月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

6月1日(木) 
～ 

7月10日(月) 

労働保険の年度更新 
■参考リンク：厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudo
uhoken21/index.html 

6月1日(木) 

高卒者の求人票受付開始 
■参考リンク：厚生労働省「平成30年３月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考
開始期日等について」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148337.html 

6月12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 

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 

6月30日(金) 
5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 

7月1日(土) 
～ 

7月10日(月) 

社会保険の算定基礎届の提出 
■参考リンク：日本年金機構「算定基礎届の提出」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html 

7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 

7月18日(月) 高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出 

7月31日（月） 

6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 

労働者死傷病報告書の提出（休業4日未満の4月から6月まで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 

 

[1]労働保険の年度更新 

7月10日までに労働保険の年度更新手続きが必要となります。スムーズに進むよう段取りを確認しておきましょう。 

 

[2]住民税の改定対応 

毎年6月より住民税が改定されます。早めに給与計算ソフトのマスター（住民税の額）を変更して、給与計算に備えて

おきましょう。 

 

[3]協会けんぽの被扶養者資格の再確認 

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]賞与支払届の提出 

賞与を支給した場合には、従業員から社会保険料を徴収し納付する義務があります。支給日より5日以内に所轄の

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)に賞与支払届を届け出ることになっています。 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

現在、弊社では某企業様の総務人事部に新規配属された社員（新卒含む）に対して、2ヵ月

間・複数回にわたり、教育研修をさせて頂いております。（社会保険手続き、給与計算、就業
規則など） 若い社員の皆さんの熱心な学ぶ姿勢、素朴でストレートな本質的な質問に、弊
社も大いに刺激を受けると同時に、この教育研修の意義の大きさ、若い世代の吸収力・伸
びしろに感動しています。 

昔、アインシュタインが来日したときに、学生が「人間は何のために生まれてくるのですか？
」と質問すると、アインシュタインは「人は人を幸せにするために生まれてくるのですよ」と答
えたそうです。 私も年齢を重ねてきて、仕事のやりがい（喜び、幸せ）が変化してきているの
でしょうか？このような仕事ができる環境と顧客に感謝いたします。（ヒ） 

『個性を活かす人材マネジメント』 

谷内 篤博／著 2016.9.25 
勁草書房、2,700円+税 

昨年12月号の当コーナーで

『人事評価はもういらない』とい

う本をご紹介しました。その本

が世に出て以来、人事の仕事

をする人の間で、人事評価を

続けるべきかやめるべきかが大

きな話題となっています。 

そもそもこういう議論が起きて

いるのは、本書でも紹介される、

大きな３つの経営環境の変化、

つまり①経営環境の質的変化

（変化スピードの迅速化、不連

続な変化等）、②経営のグロー

バル化、③（特に若年層の）働

き方の変化、を背景とするもの

であり、実は人事評価の有無よ

りもこれらの経営環境の変化に

適応する人材マネジメントはどう

あるべきかを検討することの方

が、より本質的だと思えます。

人事評価をやめたとしても何も

しなくていいということにはなりま

せんので。本書はその答えの１

つとして「個性尊重主義人事」

を提唱されています。専門書で

読みづらさはありますが、具体

的で検討に資すると思います。 


