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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？ 

 今号は、自分の持ち味の行動実践をいかに進めて

いくかについて紹介します。 

 持ち味カード記載の具体的な行動例を繰り返し実

践すれば、その行動が習慣化し、再現可能な自分の

持ち味になります。以下にそのステップを示しますの

で、みなさんもトライしてみてください。 

 

 

 持ち味の窓などで明確になった自分の持ち味のう

ち、優先順位の高い持ち味カードについて、カード

記載の【行動例でチェック】を参考に、具体的な取り

組みを考え、いつ、どんな場面で実践するのかを計

画します。 

⇒①「持ち味実践プラン作成シート』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰ．を日々実践し、実践した内容や気づいたことを 

記録する。記録をつけることで、達成感・充実感が高

まり、継続することができます。 

⇒③「持ち味ダイアリー（週間） 

 

 

 

 

 １週間毎、1ヵ月毎に振り返り、成功要因・失敗要因

を考え、今後の取り組みに活かします。 

⇒③「持ち味ダイアリー（振り返り）」 

 最も重要なのがこの振り返りです。振り返りは、上司

・同僚、家族・友人から客観的な意見やアドバイスを

もらうことで行います。他人からのアドバイスにより、自

分を客観的に振り返ることができ、たくさんの気づきが

得られます。 

⇒④「他者フィードバックシート  

  以上、Ⅰ．～Ⅲ．をしっかり取り組めば、自分が伸

ばしたい、身に付けたい持ち味の行動がいづれ習慣

化され、確実に身に付けることができます。 

 なお、①～④の各種シートは、弊社ホームページか

ら無料でダウンロードできますから、ぜひ活用してく

ださい。 

 http://www.delightc.com/item/mochiajicard/post-

1.html 

 次回は上司と部下との間で、持ち味カードをOJTの

教育ツールとして使う方法について紹介します。持ち

味カードをOJTにつかうと、上司と部下がカード項目

定義と行動例を共有しながらOJTできます。したがっ

て、部下は迷わず、自分は何をどう取り組めばいいか

明確になるので、部下はグングン伸びていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ⅰ．＜計画＞ 
  実践するカードとその具体的な行動を考える 

Ⅱ．＜実践＞ 
  Ⅰ．を実践し、毎日記録をつける 

Ⅲ．＜振り返り＞ 
  Ⅱ．の記録を振り返り、今後に活かす 



安倍総理が議長を務める「働き方改革実現会議」の中で、「長時間労働是正」と併せて、「同一労働同一

賃金」が議論され、政府は平成28年12月に、同一労働同一賃金の原則的な考え方や具体例を示したガイ

ドライン案を発表しました。 

今後、ガイドラインに沿うかたちで法改正（2019年度施行、中小企業は1年猶予を検討）が予定されており

、正規と非正規の従業員を雇用する企業では人事労務管理への影響が大きいことが予想され、その準備・

対策が必要です。今号から複数回に渡り、「同一労働同一賃金」に関する情報をご提供します。 

■ 「同一労働同一賃金」とは   【引用】首相官邸：同一労働同一賃金ガイドライン 

同一労働同一賃金は、 いわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有

期雇用 労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すものである。 

ＴＯＰＩＣＳ 

労働関係情報 

●第49回社会保険労務士試

験の合格者発表（11月10日） 

38,685人が受験、合格率は

6.8％（弊社の須田含む） 

 

●外国人技能実習制度 法施

行で新制度スタート（11月1日） 

技能実習法（外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実

習生の保護に関する法律）が

施行された。技能実習生制度

の拡大と実習生の保護強化を

目的とするもので、新制度で

は、優良な管理団体や企業に

ついては実習の最長期間が５

年（従来は３年）に延長され、

技能実習の対象職種に「介

護」が加わった。一方、実習生 

の保護強化のため、新設した

外国人技能実習機構が受け

入れ先などを監督し、技能実

習計画を審査・認定する体制

が整備され、外出禁止などの

私生活の不当制限やパスポー

ト取り上げなどの人権侵害行

為には罰則が設けられた。 

 

●70歳以上も雇用する企業が

最多に（10月27日） 

厚生労働省が平成29年の「高

年齢者の雇用状況」を発表し、

70歳以上も働くことができる企

業の割合（今年６月時点）が

22.6%で、比較できる平成21年

以降で最多となったことがわか

った。同省では、高年齢者雇

用安定法で義務付けている65

歳までの雇用確保措置を実施

していない企業に対して、都

道府県労働局などによる計画

的かつ重点的な個別指導を実

施していくとしている。 

 

●「賃上げで人材確保」 

66.1％の中小企業が賃上げを

実施（10月23日） 

経済産業省が「中小企業の雇

用状況に関する調査」の結果

を発表し、2017年度は中小企

業の66.1％（前年度比7.1ポイ

ント増）が正社員の賃上げに

取り組んだことがわかった。賃

上げの理由（複数回答）は「人

材の採用・従業員の引き留め」

が49.2％で最も多く、人手不

足が深刻になるなか、賃上げ

により人材確保を目指す動向

が浮彫りとなった。 

労働関係法令等の最近の動き 
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「同一労働同一賃金」の法整備の行方と企業の実務対応① 

■ 同一労働同一賃金ガイドライン案とは 【引用】厚生労働省：同一労働同一賃金特集ページ 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理な

ものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。 

■ 同一労働同一賃金ガイドライン案の適用範囲とは 

ガイドライン案は労働者間に起こるすべての待遇格差に適用されるものではありません。賃金の決定基準

やルールが異なる場合には適用されません（詳細は後述）。 

さらに、正規と非正規との間の待遇是正を目的としているため、正規vs正規、あるいは非正規vs非正規の

待遇格差は適用対象外となります。 

種 類 格差比較の適用範囲 待遇の適用範囲 

正規 vs 非正規 ○ 賃金※1 福利厚生、教育訓練等 

正規 vs 正規 × × 

非正規 vs 非正規 × × 

※1  ガイドライン案 P.5（注）をみると、賃金の決定基準・ルールが異なる場合には適用されません。 

■ 正規・非正規間に賃金の決定基準・ルールの違いがあるときはどうするか 

ガイドライン案 P.5（注） 

無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者の間に基本給や各種手当といっ

た賃金に差がある場合において、その要因として無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパート

タイム労働者の賃金の決定基準・ルールの違いがあるときは、「無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働

者又はパートタイム労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観

的・抽象的説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更

範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態※2に照らして不合理なものであってはならない※3。 

※2  ガイドライン案を適用せず、下記①②③を総合的に「不合理なものでないか」を判断します。 

①職務内容（業務内容や責任の程度） 

②職務内容や配置の変更範囲（人材活用のしくみ、運用など） 

③その他の事情 

 ※3  「不合理なものであってはならない」とは 

 “不合理は認められないが、合理的であることまでは求めていない、社会的に公正なものであればよ

い”と解釈されます。 

 

次号では、ガイドライン案の中から重要な事例を取り上げ、考え方と実務対応のポイントをご紹介します。 
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

割増賃金の対象となる時間とは？ 

今回の回答者 

〔質問〕 

 当社は1日の所定労働時間が7時間ですが、残業した

場合割増賃金を支払う必要があるのでしょうか？また休

日出勤のときはどうなるのでしょうか？ 

〔回答〕 

 残業や休日出勤があったとしても必ず割増賃金が発生する訳ではありま

せん。 

 労働基準法第３７条に定める割増賃金は、法定労働時間を超える労働時間、法定休日の労働時間、深夜（２２
時から翌５時）の労働時間の各時間が対象となります。 
 法定労働時間（労働基準法第３２条）とは、労働時間が原則１日８時間、1週間４０時間（特例４４時間）、法定休
日（労働基準法第３５条）とは、最低１週１日もしくは４週４日の休日をいいます。よって割増賃金は、労働時間が法
定労働時間を超えたり法定休日に労働があったときに発生することになります。 

以下のケースで割増賃金の対象となる時間をみましょう。 

 

 

 

 

 

（１週間の法定労働時間は４０時間の事業所で変形労働時間制、変形休日制は採用せず、休日の振替・深夜労働無し、法
定休日は規則で日曜日との定め有りとします。） 

 

 ケース①：１日の勤務で８時間を超えているのは水曜日の１時間で割増賃金が発生。土曜日は法定休日ではあ
りませんが、１週間の合計が法定労働時間４０時間超えているので、１週間の単位で割増の対象になっていない
勤務時間を合計すると４１時間（水曜日の割増対象１時間を除きます）で、４０時間を超えている１時間が割増賃金
の対象となり、ケース①では２時間の時間外労働（２割５分増）、休日労働は無しとなります。 

 ケース②：ケース①と同様水曜日に１時間割増賃金が発生。日曜日の４時間は法定休日労働なので、休日労働
の割増対象となり、ケース②では１時間の時間外労働（２割５分増）と４時間の休日労働（３割５分増）となります。 

 ケース①・②の１週間の実労働時間数は同じですが、規則の定めにより割増賃金の対象となる時間の計算方法
は変わってきます。よって割増賃金の計算において不明な点が有れば、その都度専門家に相談することをお勧め
します。 

 

 

◆ 法定労働時間を超えた労働時間や法定休日の労働時間が割増賃金の
対象となります。 

 

曜日 日 月 火 水 木 金 土 

所定労働時間 休 ７H ７H ７H ７H ７H 休 

実勤務ケース① 休 ８H ７H ９H ７H ７H ４H 

実勤務ケース② ４H ８H ７H ９H ７H ７H 休 

社会保険労務士 
森 宏之 



先月11月10日は、平成29年度の社会保険労務士試験の合格発表の日でした。 
弊社では季節外れの「サクラサク」の嬉しいニュースがありました！ 
弊社の社員の中から合格者が出たのです。 
弊社で仕事をしながら試験勉強を続けた努力に対する 
神様からのご褒美ですね。先日、弊社で合格祝いの宴を 
盛大に催しました。弊社には他にも、社労士の資格取得を 
目指して、試験勉強を始めた社員、これから始める社員がいます。 
ぜひ今年の合格に続き、来年・再来年と合格者が出ますように。（ヒ） 

〒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12月・2018年1月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

12月3日(日) 
～ 

12月9日(土) 

障害者週間 
■参考リンク：内閣府「障害者週間」 
http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/index-kk.html 

12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 

11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 

1月4日(木) 
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」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

1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 

12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 

1月31日（火） 

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

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/bunya/roudoukijun/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29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/tebiki2016/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]平成30年1月から配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変わります 

 平成29年度税制改正により、平成30年1月から、配偶者控除および配偶者特別控除の対象者や控除額、源泉徴収

における扶養親族等のカウント方法が変更されます。1月からの給与計算に備え、年末調整とあわせて準備を進めて

おきましょう。■参考リンク：国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」 

http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm 

[3]年末調整 

 そろそろ資料を回収し、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。従業員数の多い会社で

は、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。 

■参考リンク：国税庁「平成29年分 年末調整のしかた」 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

『友情 平尾誠二と山中伸弥
「最後の一年」』 

山中伸弥、平尾誠二･惠子／著 
2017.10.3,講談社,1,300円+税 

7年前に雑誌の対談をきっか

けに出会われた２人は学年が

同じで50年来の幼なじみのよう

でした。昨年53歳の若さで亡く

なられた“日本ラグビー界のリ

ーダー”平尾誠二さんと京都大

学iPS細胞研究所所長の山中

伸弥さんです。 

本書は３つの章からなります。

平尾さんが亡くなる最後の１年

について山中さんが語られた話、

その間２人の友情をそばで見て

おられた平尾さんの奥様の話、

最後は２人が出会うきっかけと

なった雑誌の対談。もっと読ん

でいたいと思わせる本です。 

山中さんは、平尾さんから教

わった話の中で「人を叱る時の

四つの心得」が一番心に残って

いるそうです。①プレーは叱っ

ても人格は責めない、②あとで

必ずフォローする、③他人と比

較しない、④長時間叱らない。 

この他、「ボスザルの条件」と

いう話もあります。気になる方は

ぜひ本書をお読みください。 


