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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。

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ
ワーク・エンゲージメントを高めましょう！① P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『パワハラ防止対策、厚生年金の適用拡大』 P.2

労務の泉：『健康保険から労災保険への切替』 P.3

総務のお仕事カレンダー等 P.4

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？

ヒツジ（ウシ科クジラ偶蹄目）

• ヒトなどの哺乳類とは異なり、横長の瞳孔を持って
いる。これは草原など明るい場所で瞳孔を細めて
も広い視野を確保し、捕食者を視認しやすくするた
めのものと考えられている。

今号の写真

昨今、日本企業では「エンゲージメント」という言

葉が大変流行っています。また、従業員の「エン

ゲージメント」をいかに高めていくかが、重要な経

営課題になりつつあります。なぜなら、エンゲー

ジメントは従業員の働きがいとともに企業の生産

性向上や成長をもたらすからです。

巷では、従業員エンゲージメントを測定する様

々なツールも溢れるようになってきました。今後、

従業員エンゲージメントは企業の価値を表す重

要な指標となることは間違いないでしょう。しかし

、今のところ「エンゲージメント」はビジネス界や学

問の世界においてその概念は様々です。

本連載は「ワーク・エンゲージメント」について伝

えるのが主旨ですが、その理解を深めるために、

まずはビジネス界における「エンゲージメント」に

ついて数回にわたり解説します。

エンゲージメントを理解するために、世界的なコ

ンサル会社の概念（定義）をみてみましょう。

【ギャラップ・オーガニゼーション】従業員の仕事

に対する誇り、思い入れ、熱意

【ウイリス・タワーズワトソン】従業員が企業の成功

に貢献するための意欲と能力

【マーサー】従業員が会社の成功を我がことのよ

うに感じ、要求された仕事以上の働きをする心理

状態

【コーン・フェリー】自分が所属する組織と自分の

仕事に熱意を持って、自発的に貢献しようとする

従業員の意欲

ビジネス界におけるコンサル会社のエンゲージ

メントの概念はそれぞれ、一見すると異なってい

るように感じられますが、注意深くみると、本質的

に次の２点において共通しています。ただし、ギ

ャラップ社は、組織に言及する代わりに従業員の

仕事に触れ、若干異なる概念となっています。

①「組織コミットメント」：組織に対する愛着心お

よび組織に留まっていたいという願望

②「役割外行動」：組織が効果的に機能できるよ

うにする任意の行動

「ワーク・エンゲージメント」とは、従業員の心の健

康度を示す概念で、オランダのユトレヒト大学シャウ

フェリ教授が提唱しました。「仕事に対して「熱意」（

仕事に誇りややりがいを感じている）、「没頭」（仕

事に夢中になり集中して取り組んでいる）、「活力」

（仕事に積極的に取り組んでいる）の三つが揃って

充実している心理状態」を指します。

コンサル会社のエンゲージメントが個人と組織の

関係を重視しているのに対し、ワーク・エンゲージメ

ントは個人と仕事関係についてフォーカスしていま

す。

次回は、世界的に有名なギャラップ社のエンゲー

ジメント調査（Q１２）についてお伝えします。

ワーク・エンゲージメントを
高めましょう！

Ⅰ．ビジネス界におけるエンゲージメントの概念

Ⅱ．ビジネス界のエンゲージメントの共通点

Ⅲ．ワーク・エンゲージメントの概念
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●厚生労働省 来年１月にハ

ローワークのシステムを刷新

求人票に特別条項の有無など

登録必要に

厚生労働省は、令和２年１月

６日から、ハローワークのシス

テムなどを刷新して、求職者と

求人者のニーズに応じたサー

ビスの提供を行える環境を整

備する。令和２年１月６日以降

の新規求人については、「就

業場所における屋内の受動喫

煙対策」、「賃金―固定残業

代」、「３６協定における特別条

項の有無」、「昇給制度の有

無」、「賞与制度の有無」など

の求人情報の登録が必要とな

る。

求人者に対しては、①事業

所等のパソコンから求人の申

込みが可能になる、②新しい

求人票によって、さらに詳細な

情報を求職者に提供できるよ

うになる、等のメリットがある。

●新規大卒就職者の約３割が

就職後３年以内に離職

厚生労働省が取りまとめた、

平成２８年３月に卒業した新規

学卒就職者の就職後３年以内

の離職状況によると、新規学

卒就職者の就職後３年以内の

離職率は、「大学卒」が３２.

０％、「短大卒等」は４２.0％、

「高校卒」３９.２％、「中学卒」６

２．４％となっている。

また、新規学卒就職者の産

業別就業後３年以内離職率の

うち離職率の高い産業は、大

学卒では、①宿泊業・飲食サ

ービス業、②生活関連サービ

ス、③教育・学習支援業、④医

療・福祉、⑤小売業の５産業と

なった。

パワハラ防止対策義務化（女性活躍推進法等改正法）の施行日（案）
～ １１月中に施行期日を定める政令が交付されます ～

１０月２８日に行われた「第２１回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」にて、パワハラ防止対策義務化

の追加が改正内容に含まれる「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する

法律」の施行期日の案が示されました。

「パワハラ防止対策の義務化」についての施行日は、大企業は令和２（２０２０）年６月１日、中小企業は

令和４（２０２２）年３月３１日までは努力義務、令和４年４月１日から義務化される方向性が示されました。

パワハラ防止対策関連

事業主が講ずべき措置の具体的な内容(パワハラ指針）の検討が始まりました

令和元(２０１９)年６月５日に、パワーハラスメント対策が義務化される改正法が公布されました。

そこでは「事業主はパワーハラスメントにより労働者の就業環境が害されることのないように必要な措置を

講じなければならない。」という抽象的な記載でしたが、９月以降、講ずべき措置の具体的な内容（パワハラ

指針）について、審議が始まっています。 第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料より引用

短時間労働者への厚生年金適用拡大が検討されています

新聞やニュースでご存知の方も多いと存じますが、現在、厚生年金被保険者数５０１人以上の企業で月

収８．８万円（年収換算約１０６万円）以上などの条件を満たす短時間労働者は、厚生年金に強制的に加

入することになっています。政府は対象となる企業を現在の「被保険者数５０１人以上」から「被保険者数５０

人超」へ拡大する方向で検討を進めています。

厚労省は、２０１９年内に改正法案の詳細ならびに中小企業支援策を固め、２０２０年の通常国会へ提出

する予定となっています。

１１月２１日には、全世代型社会保障制度の実現に向けた政府の検討会議が開かれ、厚生年金の短時

間労働者への適用拡大をめぐり、連合が賛成の考えを示したのに対し、日本商工会議所は中小企業の負

担に配慮して慎重に検討すべきだと主張しました。

自民党内では企業規模要件の緩和を容認する声が大勢ですが、「５０１人以上から、いきなり５０人超とい

うのはいかがなものか」と段階的緩和を求める議員が少なくなく、まずは「１００人超」にした上で、「５０人超」

にする案が浮上しているとの報道もあります。



※医療機
関に支払
った（3割

の）領収
書を添付
します

※医療機関に支払っ
た領収書を添付します

※納付した領収書と医療機関
に支払った一部負担金領収書
を添付します

※協会けんぽから納付書
が送付されます
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

仕事中のケガの治療に健康保険証を使用した場合

今回の回答者

〔質問〕

業務中にケガをした従業員から、病院で健康保険証を出して診察を受けたと申し出がありま

した。どのように対応したらよいでしょうか？

〔回答〕

まずは治療を受けた病院で、健康保険から労災保険への切り替えができるかを確認しましょう。

社会保険労務士
水高 直子

☆同じ負傷であっても、仕事中や通勤途中に負傷したのであれば労災保険から給付を受け、業務

外で負傷した場合は、健康保険から給付を受けます。

☆健康保険と労災保険では、手続の方法や自己負担割合、給付内容に大きな違いがあります。

～参考 労災保険の給付の分類～

受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるか確認

医療機関の窓口で支
払った金額が返還

医療費の全額を自己負担した上で、労災に費用請求

様式第5号を
医療機関へ提出

協会けんぽ（健康保険組合）
へ切り換えの連絡

協会けんぽ（健康保険組合）
へ自己負担額以外を納付

様式第7号を
労働基準監督署へ

提出

様式第7号を
労働基準監督署

へ提出

受診した医療機関が労災指定病院
か確認

医療費の全額を医
療機関へ支払う

業務上のケガの場合 手続の流れ

療養の給付 療養費の支給

支給形式 現物給付 現金給付（振込）

書 類

業務災害

療養補償給付たる療養の

給付請求書

（様式第5号）

療養補償給付たる療養の

費用請求書

（様式第7号）

通勤災害

療養給付たる療養の給付

申請書

（様式第16号の3）

療養給付たる療養の費用

請求書

（様式第16号の5）

提出先 労災指定病院 労働基準監督署

医療費の立て替えは本

人にとって大きな負担

となり得ることから、健

康保険と労災保険の保

険者間で支払い調整さ

れる場合があります。

そのときは管轄の労働

基準監督署へ相談して

下さい。

できる できない

はい いいえ

※薬局から薬剤の支給を受けた場合や柔道整復師等から手当を受けた場合は、それぞれ提出する様式が異なります。



〒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 201９年１２月・２０２０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２日（月）

１０月分の健康保険・厚生年金保険料の支払い

■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

１２月１０日(火)

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付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

１月６日（月）

１１月分の健康保険・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（金）

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付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

１月３１日（金）

１２月分の健康保険・厚生年金保険料の支払い

■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

法定調書（源泉徴収票、報酬支払調書、法定調書合計表）の提出

■参考リンク：国税庁「法定調書の種類」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7401.htm

給与支払報告書の提出

■参考リンク：名古屋市「給与支払報告書の作成と提出についてよくあるご質問」

http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075772.html

[１] 賞与支払届の提出

賞与を支給したときは、「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。

■ 参考リンク：日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html

［２］ 年末調整

年末調整に係る資料の回収、申告漏れのチェックや入力等の作業は順調でしょうか？各従業員から必要に応じて

「平成３１年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」、「平成３１年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」、「令

和元年分 給与所得者の保険料控除申告書」、「令和２年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」等を回収する

必要があります。

■ 参考リンク：国税庁「年末調整がよくわかるページ」

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

［３］ 仕事納め

１年の終わりに向けて慌ただしさが増すなか、忘年会、歳暮の準備、年賀状のチェック・発送、取引先の年末年始休

暇の確認など、社内外で仕事納めに向けて様々な調整が必要となります。

気持ちよく年末年始が迎えられるよう、もれなく準備を行いましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

前号のデライトニュースEditor’s Noteでは、自宅で冷房を入れる頻度が減ってきたというご報告を

しました。最近では連日のごとく暖房を入れています。季節の移り変わりの速さを改めて感じ、愕然

としつつ今号も編集を行っております。

早いもので令和元年も年末となりました。毎年１２月に日本漢字能力検定協会が発表する「今年

の漢字」。２０１７年は「北」、２０１８年は「災」でした。２０１９年は働き方改革関連法の施行、平成か

ら令和への改元、消費税改正を踏まえて、「改」ではないかと個人的に予想しております。

今年も１年大変お世話になりました。来年もまた、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上

げます。皆様もどうぞよい新年をお迎えください。（四）

『楽しくなければ仕事じゃない』

干場 弓子／著 2019.11.7
東洋経済新報社 1,400円+税

著者はコーチング関連などの

ビジネス書や自己啓発書を数

多く出版するディスカヴァー・トゥ

エンティーワンの創業者の一人

であり現社長です。自ら編集の

仕事もされており、まさに出版と

編集を知り尽くしたその道のプロ

が満を持して、今を生きる若者

に向けて、働き方のアドバイスと

銘打ち、本書を上梓されました。

仕事に関するアドバイスなど

で世間一般には「やるべき正し

いこと」とされているキーワードを

「働く人を惑わす10の言葉」とし

て、その言葉、例えば「キャリア

プラン」、例えば「ワークライフバ

ランス」、例えば「効率」（コス

パ）などをバッサバッサ切り崩し

て行くその潔さは、若者でなくて

も胸打たれ、思いを新たにさせ

られます。まさに今、「働き方改

革」で汲々としている人や企業

には、視界を開かせてもらえる

ものかもしれません。若いビジネ

スマンには、新たな視点を得ら

れ思い切って前進する勇気が

与えられることでしょう。
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