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【ビジネスマナーとは？】

相手を思いやる心の在り方
を表現したものです！

【ビジネスマナーの意義】
１．ビジネスパーソンとして
知っていなければならない
最低限の礼儀
２．仕事をする上で相手を
不快にさせないための基本
的な礼儀
３．人間関係を円滑にする
ためのコミュニケーションの
土台

【ビジネスマナーカードとは】
社会人であれば、これだけ
は身につけておきたいという
ビジネスマナーを厳選・体
系化し、7分類・全55枚のカ
ードにして見える化したもの
です。これだけ身につけて
おけば、周囲から認められ、
仕事に対する自信と誇りを
持つことができます。

ビジネスマナーカードは自
分のビジネスマナーの習得
度を点数によって客観的か
つ即座に把握できます。ま
た、カードになっていること
によって、上司や同僚と楽し
く教え合い、認め合いながら、
より効果的かつスピーディに
ビジネスマナーが習得でき
ます。

ぜひ、ビジネスマナーカード
を活用して、自分と会社の
価値を高め、輝く人生にしま
しょう！

➢ ワーク・エンゲージメントを高めましょう！⑥ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1

➢ 労働関係法令等の最近の動き：『労働時間の適正な把握』 ・・・・・・・・・P.2

➢ 労務の泉：『休職制度の取扱い（精神疾患）について』 ・・・・・・・・・・・・・P.3

➢ 総務のお仕事カレンダー等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
ビジネスマナーカード発売中！

自分と会社の価値を高めるために！

ワーク・エンゲイジメントを
高めましょう！

➢ 弊社顧問先におかれましては、新型コロナウイルス対策に関す

る最新情報、実務対応は、担当者へ随時お問い合わせ下さい。
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前回はワーク・エンゲイジメントを高める要因（仕

事の資源と個人の資源）について紹介しましたが、

今回はワーク・エンゲイジメントが高まると、その結

果、どんな良いことが起こるのかを紹介します。

ワーク・エンゲイジメントは健康面と大きく関係し

ています。これまでの研究によりますと、ワーク・エ

ンゲイジメントの高い従業員は、不安、抑うつ、怒り

などの心理的なストレス反応や体の不調が少ない

ことが明らかにされています。

また、不眠症状も少ないということです。睡眠の質

が良いということは、健康を保つうえでとても大切な

ことです。

従業員が仕事や組織に対してどのように向き合っ

ているかは、大きな関心事です。ワーク・エンゲイジ

メントが高い従業員は、職務満足感や組織へのコミ

ットメント（責任を持って引き受ける、参加する）が高

く離職や転職の意思が低いことが知られています。

長期的に見ても、仕事に満足し、組織への愛着

が深く、仕事も辞めにくいと言えます。

これまでの研究では、ワーク・エンゲイジメントが

高いほど、自己啓発学習への動機づけが高く、創

造的な行動を多く行い、役割行動や役割以外の行

動を積極的に行うほか、部下への適切な行動を行

うことが明らかにされています。

これまで述べたワーク・エンゲイジメントの結果は

実証研究によって証明されているものです。これ

らの結果を踏まえると、今後、企業の最も重要な経

営戦略は従業員のワーク・エンゲイジメントをいか

に高めるかにあると言っても過言ではありません。

次回は『仕事の要求度－資源モデル』についてお

伝えします。

Ⅰ．心身の健康との関連

Ⅲ．パフォーマンスとの関連

Ⅱ．仕事・組織に対する態度との関連
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労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置

働き方改革により「労働安全衛生法」が改正され、2019年4月から各企業には省令に定める方法により、従業員の労

働時間を把握することが義務化されております。実はこれまでも、厚生労働省のガイドラインにより、会社には従業員の

労働時間を適正に把握することが求められていました。 このガイドラインは、割増賃金を適正に支払うことを目的として

いたため、労基法上の「管理監督者」や「裁量労働制」「事業場外労働のみなし労働時間制」の適用労働者は、対象外

とされていました。今般の“労働者の労働時間の状況を把握する義務”は、『会社が労働契約に伴う義務として労働者に

対して負っている安全配慮義務や健康管理義務（労働契約法第５条）に基づき負うものと判例上認められていた義務』

を明文化したもので、労働者の健康管理を目的としているため、「管理監督者」や「裁量労働制の適用労働者」も含め、

「高度プロフェッショナル制度」の対象者以外のすべての労働者が義務化の対象となっています。

項 目 法改正前 法改正後（2019年4月1日～）

労働時間
把握義務

の
法的根拠

【ガイドライン】

国や自治体などが関係者らが取り組むことが
望ましいとされる指針や、基準となる目安など
を示したもの。
法的な拘束力はない。行政指導の基準。

ただし、労基法で賃金台帳への労働時間の
記載義務あり（間接的に把握義務あり）

【安衛法、省令】 ※法的基準に格上げ
安衛法で義務を条文化
厚生労働省令で具体的方法を明示
法的な拘束力がある。

重視する目的 ◎残業代の不払い防止
◎従業員の健康管理
○残業代の不払い防止

労働時間把握
の対象者

一般従業員
管理監督者の深夜労働
裁量労働制適用者の休日・深夜労働

高度プロフェッショナル制度対象者を除き、

すべての労働者（管理監督者、裁量労働制適
用者を含む）

罰 則 なし。但し、労基法（賃金台帳への記載）に違反したときは、30万円以下の罰金

【労働安全衛生法 第66条の8の3 】 ※新設

事業者は、第66条の8第1項(1)又は前条第1項の規定による面接指導(2)を実施するため、厚生労働省令で定める
方法により、労働者（次条第1項に規定する者(*3)を除く。）の労働時間の状況を把握しなければならない。

*1 第66条の8第1項＝長時間労働者に対する医師の面接指導
*2 前条第1項の規定による面接指導＝「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」に就く労働者に対す
る医師の面接指導
*3 次条第1項に規定する者：高度プロフェッショナル制度の対象者

【労働安全衛生規則 第52条の3】
法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算
機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
２ 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するため
の必要な措置を講じなければならない。

厚生労働省令（労働安全衛生規則 「健康の保持増進のための措置」）には、下記の方法が定められています。

具体的には、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の内容に沿った下記の
方法になります。

１．始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
①使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
② タイムカード、ＩＣカード、パソコン使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に把握すること。
２．自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記１．の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
①自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自
己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

② 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措
置について十分な説明を行うこと。

③ 必要に応じて実態調査を実施し、自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否か
について、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合
に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著
しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

今年夏以降、労働者の申告（賃金不払い等）や定期監督により、是正勧告・指導を受ける事案が増えております。自
社の労働時間の把握方法や賃金計算方法に関して改めて点検を行い、必要に応じて、始業・終業・休憩時刻の記録方
法の見直し、時間外労働の申請・許可方法の見直し、勤怠管理ツールの導入をご検討ください。

●年休取得は過去最多年５

日の義務に効果厚労省調査

労働者の年次有給休暇の年

間平均取得日数が１０日を超

え、過去最多となったことが厚

生労働省の令和２年「就労条

件総合調査」により分かった。

平均取得日数は１０．１日で

昨年の９．４日から０．７日増加

した。平均取得率は５６．３％

（前年５２．４％）でこちらも過去

最高を記録している。男女別

にみると、男性は９．９日（５３．

７％）、女性は１０．４日（６０．

７％）だった。

計画的付与制度がある企業

の割合は４３．２％と、前年の２

２．２％から大幅に増加した。

計画的付与の日数は５～６日

が６６．６％となっている。

●内定率急落、リーマン以来

大卒５年ぶり７０％割れ

来春卒業予定で就職を希望

する大学生の１０月１日時点の

内定率は、前年同期比７．０ポ

イント減の６９．８％だったこと

が文科省・厚労省の調査で分

かった。１９９６年の調査開始

以降、リーマン・ショック後の２

００９年の７．４ポイント減に次ぐ

下落幅となった。この時期とし

ては５年ぶりに７０％を下回り、

新型コロナウイルスの影響が

鮮明になった。短大は１３．５ポ

イント減、専修学校も１４．９ポ

イント減といずれも過去最大の

落ち込みとなった。

企業には採用人数を抑制し

たり、内定を取り消したりする

動きが出ており、厚労省と文科

省は大学生らの卒業から３年

以内は新卒扱いで採用するよ

う企業に求めている。
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

休職制度の取扱い（精神疾患）について

今回の回答者

〔質問〕
精神疾患を患い休職中の従業員から復職希望の申出がありました。精神疾患に対する復
職の判断をどの様にしたら良いか教えてください。

〔回答〕
精神疾患に関しての復職の可否は医学的判断が必要なので、休職中の従業員から復職
可能である旨の主治医の診断書を添付してもらう必要があります。場合により、主治医の復
職の判断のみではなく、産業医や会社・指定医（専門医）の判断も必要です。

特定社会保険労務士
間瀬 美穂

休職とは、業務外での疾病など主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期
待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱い
をいいます。
休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労働基準法に定めはありません。

➢ 休職の定義

➢ 精神疾患の休職～復職 一般的フロー ※労務担当者＝休職取扱い者

復職に関しては本人の主観的な判断と復職を急ぐ本人や家族の希望を強く反映している場合も
多いため、本人の同意を得て主治医、産業医、会社・指定医（専門医）の総合的な判断が必要です。
復職が早すぎたため、病状の再発や、復帰後の業務が原因で更に病状が悪化した場合、事業主と
しての安全配慮義務を問われる可能性もあります。

従業員からの診断書の提出

法律に定めの無い休職については就業規則で取扱いについても規定しておきましょう！

事業所（※労務担当者）と従業員（およびその家族）との面談

従業員の同意を得て※労務担当者（産業医、会社・指定医（専門医）等を含む）が
主治医の意見を聴取又は把握をする。（面談には可能な限り従業員も同席させる）

・ 復職希望 ＋ 主治医の復職可能診断書の提出
・ 必要に応じて従業員に会社・指定医（専門医）の受診を命じる

職場復帰
「試し出勤・リハビリ勤務」など

治癒 治癒せず

休職継続 休職期間満了

休職
延長

自然退職
（解雇）➢ まとめ



〒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 ２０２０年１２月・２０２１年１月
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１２月１０日（木）

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４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１２日（火）

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

２月１日（月）

１２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

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「法定調書の種類および提出期限」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/01.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」について」

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-4-11-2-0-0-0-0-0-0.html

［１］ 賞与支払届の提出

従業員に賞与を支給した場合、支給日から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）へ賞与支払届を提出する必要があります。

■ 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/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等の作業は順調でしょうか？各従業員から必要に応じて「給与所

得者の扶養控除等（異動）申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得

金額調整控除申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控

除申告書」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」

https://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中、お歳暮の準備・年賀状のチェックと発送・取引先等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準備が必要となります。

[４] 令和３年の祝日に関する確認

来年、令和３年に限り、「海の日」は７月２２日に、「スポーツの日」は７月２３日に、「山の日」は８月８日になります。ま

た、国民の祝日に関する法律に基づき、８月９日は休日となります。来年度の会社カレンダー作成の際には留意してく

ださい。

■ 参考リンク：内閣府「「国民の祝日」について」

https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html#tokurei

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

気付くともう年末です。今年一年を振り返ると、個人的にはお金を浪費した年でした。今年購入した

個人的に高価だと思う主なものがこちらです⇒観葉植物：１６０ｃｍ程のゴムの木（幹がくねくねして

いてかわいい）、石油ストーブ：いわゆるアラジンストーブ（結構なスペースを取るし、手入れは面倒く

さいし、でもクリーム色でかわいい）、琺瑯のやかん（ストーブに乗せるとかわいい）等々。あらためて

振り返ると、この一年の私（男性・３０代）はかわいい物に対して財布のひもが緩んでしまうようです。

しかし、「ピンク色」や「フワフワ」などの、いわゆるカワイイとはどうも趣旨が違う様子で、はたして自分

の興味関心がどこへ向かっているのか分からず少し不安になります。来年、未だ得体のしれないもの

すごく高価な何かを衝動的に購入して貯金を使い果たすようなことが無いよう、切に願います。

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）

『他者と働く』

宇田川 元一・著 2019.10.4
NewsPicks、1,800円+税

毎年この時期に「日本の人事

部」から発表されるＨＲアワード

の今年度の書籍部門で最優秀

賞を受賞した書籍です。

サブタイトルは「『わかりあえな

さ』から始める組織論」。組織の

中で起きている「わかりあえな

さ」や「やっかいな問題」など組

織の生々しい現実、個々人のノ

ウハウやスキルで一方的には

解決できない問題、これをいか

に解くかが主題であり、そのため

の実践として「対話」によるアプ

ローチを紹介しています。対話

によって他者（相手）との新しい

関係性を構築し、問題の解消

をめざそうというものです。

著者は埼玉大学の学者です。

本書は一般向けの読み物では

なく、対話は①準備→②観察

→③解釈→④介入というプロセ

スを繰り返すなど、理論的な説

明が丁寧になされたビジネス書

です。ただ、この類の本には珍

しく情緒的な表現も垣間見え、

本質的な内容でありながら妙に

温かい本でもあります。
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