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第５回は「育成」に関する知識です。 

 

部下の人材育成はやはりＯＪＴが基本であり、効

果があると考えます。改めてＯＪＴ（On the Job 

Training）を定義すると「仕事を通じて計画的・継続

的に、部下・後輩を指導・育成すること」となります。 

計画的・継続的に実践するとは、短期・中期にわ

たる部下の大まかな成長イメージ（例．「１年後に

はリーダーとして後輩を引っ張っている」など）を

もってＯＪＴを行い、その成長イメージに近づけてい

くこです。実際に職場で計画的・継続的なＯＪＴを

行う場合には、次の５つのステップを踏むことにな

ります。 

【ＯＪＴの５つのステップ】  

ステップ１：部下の短期・中期にわたる大まかな成

長イメージを描く  

ステップ２：部下の経験、知識、能力、価値観、仕

事ぶりをよく観察し現状を分析する 

ステップ３：部下の成長イメージと現状のギャップ

を埋めるために要素（経験、知識、能力など）ごと

に明確にする 

ステップ４：ギャップをいつまでに、どのような方法

で一緒に取り組むか、またどのような仕事を与え

るか計画を立てる 

ステップ５： フィードバックする 

 このようにＯＪＴにおいては、上司は部下に知識 

 

 

 

や技能を単に身につけさせるということだけでは

なく、部下のキャリア形成を支援するということを強

く意識して、実践していただきたいと思います。 

 

お馴染みのＰ（計画）‐Ｄ（実行）‐Ｃ（チェック・

評価）Ａ（改善・処置）サイクルですが、仕事の成果

をあげるのにも部下を育成するのにも、こんなに分

かりやすく効果がでる公式は他にはありません。し

かし、実際はＰＤＣＡを意識して、部下に仕事をさ

せている上司は多くありません。これは大変もった

いないことです。 

ＰＤＣＡを回すときに一番大切なのは、まずＰを

達成するための目的を、上司と部下で十分に共有

することです。ＰＤＣＡはあくまで手段です。目的が

はっきりすれば、部下はＰＤＣＡを回す意味を理解

し、仕事が楽しくなったり、やりがいを見出します。 

そして、上司は部下がＰＤＣＡを回す支援をすれ

ばよいのです。この支援をすれば、部下は自ら成

長のスパイラルを作り出します。 

部下の育成は上司のもっとも重要な仕事ではあ

りますが、自分が育ててやろうと手取り足取り指導

するのではなく、部下ひとり一人の個性に応じて部

下が育つ仕事環境をつくり、傍らにいてＰＤＣＡを

回す支援をすればよいのです。 

人事労務管理力の知識 
 ⑤ 育成 

代表取締役 

近藤圭伸 

隔月発行 

ビジネスマナーカード 

好評販売中！ 

 

 

 

 

 

 

 

弊社が開発した「ビジネスマ

ナーカード」をぜひお試しくださ

い。 

具体的なﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄが記載

されて理解しやすく、カード化し

たことにより、自分の課題である

マナーを効率よく身につけるこ

とができます。すでに新入社員

研修などに採用され、「実践的

で継続性がある！」「研修スタ

イルが新鮮で盛り上がり、習得

意欲が高まる！」と、ご好評を

頂いております。 

 

〔お問い合わせ先〕 

デライトコンサルティング㈱ 

TEL： 052-937-5615 

E-mail： info@delight-c.com 
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ＴＯＰＩＣＳ 
労働関係情報 

●パート労働者への社保
適用拡大 約45万人が対
象に（3月14日） 
政府・民主党は、パートなど短

時間労働者への社会保険の

適用拡大に関して、対象者の

要件を「従業員501人以上の

企業に勤務」「勤務時間週20

時間以上」「年収94万円以

上」「雇用期間１年以上」とす

ることを決定した。対象者は約

45万人になる見通しで、2016

年4月から適用の方針。  

 

●「65歳までの再雇用義
務付け」法案提出へ（2月
23日） 
労働政策審議会（厚生労働

大臣の諮問機関）は、希望す

る者全員の65歳までの再雇

用制度導入を企業に義務付

けることなどを盛り込んだ「高

年齢者等の雇用の安定等に

関する法律の一部を改正する

法律案要綱」について、「おお

むね妥当」とした雇用対策基

本問題部会報告を了承し、小

宮山厚生労働大臣に答申を

行った。厚生労働省では、3月

の通常国会に改正法案を提

出する予定。 

  

●「職場のパワハラ」６つに
類型化（1月30日） 
厚生労働省のワーキング・グ

ループは、職場におけるパワ

ハラ行為の定義を明確にする

ため、該当行為を６つに類型

化（１．身体的な攻撃、２．精

神的な攻撃、３．人間関系か

らの切り離し、４．過大な要求、

５．過小な要求、６．個の侵

害）した報告書をまとめた。同

省がパワハラ行為の定義付け

を行ったのは初めて。 

〔関連リンク〕 

 職場のいじめ・嫌がらせ問題

に関する円卓会議ワーキン

グ・グループ報告～「職場の

パワーハラスメント」の予防・解

決に向けた労使や関係者の

取組を支援するために、その

概念や取組例を整理～（1月

30日） 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shi

ngi/2r98520000021hkd.html 

今回の回答者 

特定社会保険労務士 

小浜 ますみ 

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

定期健康診断の受診を拒否する社員 

 

 

〔質問〕 

 毎年会社の定期健康診断を受けない社員がいます。本人がどうし

ても受けたくないという場合は、そのままにしても問題ないでしょうか？ 

（通信機器Ａ社、総務課長様より）    

 
〔回答〕 

定期健康診断の実施義務は会社にあるため、本人が拒否しても受診さ

せなければなりません。再三の受診命令にもかかわらず受診しない場合

は、懲戒処分となる場合があることを伝え、受診を徹底させてください。  

 定期健康診断の実施は、会社に義務づけられており、また、社員は会社が実施する定期健康

診断を受けなければならない義務が生じます。会社が実施する定期健康診断を本人が拒む場

合は、本人が希望する医療機関などで実施した健康診断結果を提出してもらうようにしなければ

なりません。（いずれも労働安全衛生法第66条） 会社に定期健康診断の実施が義務づけられ

ている以上、社員が受診を拒否するからという理由でその後受診命令を出さずに放置していると、

会社には次のようなリスクが発生すると考えられます。 

 

 

 

 

 したがって、社員が定期健康診断を拒んだ場合でも、会社に責任が問われることがあることを

説明し、また、その定期健康診断の受診命令を拒んだ場合は、業務命令違反として懲戒処分の

対象となる可能性があることを伝え、定期健康診断の受診を徹底してください。 

 

 

◆ 「会社には実施義務」 「社員には受診義務」 

①50万円以下の罰金を科せられることがある。（労働安全衛生法第120条） 

②社員が仕事に支障を来たしているにもかかわらず、対処を先延ばしにして社員の健康
状況が悪化した場合には、安全配慮義務を問われることがある。（労働契約法第5条） 

◆ 健診の結果、異常所見者へは必ず対応を！ 
 定期健康診断の結果、異常があると診断された社員については、会社は必要な措置について

医師の意見を聴かなければなりません。医師の意見により必要がある場合は、勤務場所の変更、

作業転換、勤務時間の短縮などの措置を講じなければなりません。（労働安全衛生法第66条の

4,第66条の5） 

 「空港グランドサービス 日航事件・東京地裁 平成3年3月22日」では、筋々膜性腰痛の病気に

かかった社員について、嘱託医が作業軽減を会社に指示していたにもかかわらず、特段の措置

を取らなかったとして、会社の安全配慮義務違反を認めています。 

 このように、健診の結果、異常の所見が出ている社員については、会社は必ず医師の意見を

聴き、健康を悪化させないように注意することが求められます。 

 「異常所見者には必要な措置の有無」この確認がなされていない会社も散見されますので、

要注意です。 



お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 
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でらうまっ！ 

前号から3回にわたり、組織活性化のしかけとして、持ち味カードを使って職場で簡単に行える

ワークショップ等をご紹介しています。今号では、「チームワーク強化」を目的としたワークショップの

具体的なやり方をご説明します。 

簡単！すぐにできる！ 

持ち味カードを使って 

組織活性化！ 

〔中編〕 

チームワーク強化 

皆さんは、「チームの定義、グループとの違い」を聞かれたら、どのように答えますか？ 

様々な答えがあるでしょうが、およそ次のような答えになるのではないでしょうか。 

チームは“共通の目的・目標を持った組織”であり、一方のグループは“集団、ただの人の集まり” 

理想とされるチームとは、何か起こった時だけでなく、もっと日常的に、メンバーがお互いに刺激し

合ったり助け合ったりして、１人＋１人が２人以上のパワーになっていることだと考えます。 

そのようなチームをつくるためには、目的・目標を共有する、役割分担を明確にする・・・等の前に、

メンバーがお互いを理解し、認め合い、信頼していることが必要です。 

 

次回は、組織・チームの「行動基準づくり」を目的とした持ち味カードの活用方法をご紹介します。 

1. チームとは 

2. 持ち味カードを使って、メンバー間の信頼関係を醸成する 

持ち味カードを使って、メンバーが、お互いの持ち味（考え方、強み・弱みなど）を知り、認め合うこ

とで、メンバー間の信頼が生まれ、質の高いコミュニケーションが活発になります。その結果、ノウハ

ウ共有や相互啓発、助け合いの行動が起こされるようになります。 

持ち味カードを使って、メンバーの持ち味（考え方、強み・弱み）やチームの行動特性を知ることで、・・・ 

メンバー間の信頼やチームへの安心感が生まれ、お互いの持ち味を活かしあう生産性の高いチームができる 

① お互いの持ち味を知り、認め合う 

メンバーの信頼が生ま
れ、お互いの持ち味を活
かしあって協力する生産
性の高いチームにな
る！ 

① 〈自己分析、他者フィードバック〉 お互いの持ち味を知る 

② チームの行動特性を知り、今後の連携・協力体制を議論する 

③ 上記②をチームメンバー全員で、日常の業務で実践する 

▪ 状況・場面によって、メンバーがどのような動きをするのかを予測できるようになる 
▪ 協力や応援が必要な時に、遠慮せずに声を掛け合える人間関係・協力体制ができる 

▪ チームの業務フローの中で、ボトルネックになっている業務、ミスやトラブルが起こりやす
い業務についてメンバーの共通認識を持つことができる 

▪ メンバー間の信頼が生まれ、質の高いコミュニケーションが活発に行われるようになる 
▪ 常に業務全体の流れを見て、今、何をすべきかを自分で考え、行動するようになる 
▪ 問題発生を事前に予測し、先回りして注意を喚起したり、協力して対処するようになる 

▪ 持ち味カードを使うことで、遠慮や誤解を恐れず、率直に話し合うことができる 

▪ メンバーから承認や感謝の言葉をもらうことで、自分の仕事に自信を持て、自分の存在
価値やチームへの貢献度を実感できる 

▪ 仕事への信念・想いを語り合うことで、親近感や仲間意識を持つことができる 

② 今後の連携・協力体制を議論する 

各メンバーが自分の仕
事に自信を持て、自分の
存在価値やチームへの
貢献度を実感できる！ 

プロフェッショナルの働き方 

高橋 俊介／著  2012.1.19 
（PHPビジネス新書、税込¥840円） 

プロフェッショナルの反対語
は、“サラリーマン”（！） 
プロフェッショナルは専門性

の高い仕事に従事し、高い倫
理観を持って、自律的に行動
し、創造的に顧客への提供価
値を生み出す働き方をする人
のことです。業種や職種を問
いません。今は変化が激しく、
想定外のことが起こるのが当
たり前の時代。そんな今だから
こそ、自分を見失わず、やりが
いを感じながら仕事をするた
めに、プロフェッショナルの働
き方が求められると言います。 
本書では、キャリアやワーク・

ライフに関するいつもの持論を
交えながら、今からの働き方
に10個の指針を与えてくれま
す。特に中堅社員やミドルマ
ネジャーにお勧めの１冊です。 

いつも韓国の人達で賑わっ
ていて、まるで韓国に旅行して
いる気分になれます。この店
の良いところは、店員が人
懐っこく、安くて、ボリュームが
あって、おまけに美味しいと三
拍子そろっているところです。
特にお勧めなのが、「海鮮チジ
ミ」と「じゃがいも鍋」です。とに
かくボリュームがあるので、二
人だと二品くらいしか食べられ
ませんので、４人くらいで行くと、
いろいろな料理が楽しめますし、
安く上がります（一人予算
2,500円くらい）。是非、一度
取引先の方を連れて行って差
し上げてください。喜ばれること
間違いなしです。（コ） 

韓国居酒屋 
～セロナポチャ～ 

名古屋市中区新栄1-26-7 
オーシャンビル1F 24時間営業 

052-241-0223 
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Ｄ ｅ ｌ ｉ ｇ ｈ ｔ 
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弊社では人事・労務・人材
育成等に関するセミナー・
研修の企画・実施も行って
おります。 

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 

今年の冬は長く、寒かったですね。3月下旬になっても真冬並みの寒さの

日がありましたので、桜の開花は遅いのでは、と思っていましたが、桜は着

実に蕾をつけ、例年より少々遅い程度で開花するとのこと。 

今年も、希望に満ちた入学生や新入社員達を桜が迎えてくれそうです。

新しい一歩を踏み出す皆さんの道が、明るく開けますように。（ス） 

社会情勢の変化や雇用形態の多様化などに伴い、労使間のトラブルが増加しています。愛知労働局

発表の個別労働紛争の年間相談件数は、平成21年度は約13,500件、平成22年度は約14,400件と

高く推移し、また相談内容も解雇、いじめ・嫌がらせ、労働条件引き下げを主にして多岐にわたっていま

す。労使間のトラブルが発生した場合、従業員は事前に準備をしてから行動へ移すことが多いのに対し、

経営者はトラブル発生後、慌てて対応を考える傾向にあります。また、トラブル解決までに要する時間や

精神的負担等を考えれば、未然に対策を立てておくことが重要と考えます。 

トラブルを未然に防ぐ対策を中心に、トラブルが発生した場合の対応を含めてお話します。  

v 開催日時 平成24年4月25日（水） 18：00～20：00 

v 講 師 社労士法人ﾃﾞﾗｲﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 社会保険労務士 森宏之  

v セミナー内容 

  

  

  

  

1. よくおこる労務トラブル 
2. 労務トラブルの予防策 
3. 労務トラブルが発生した場合の対応策 
4. 労務トラブルにおいて利用できる制度 

v 対象者    経営者、経営幹部、管理職  

v 会 場    デライトコンサルティング４Ｆ会議室（参加者多数のとき会場変更）  

    愛知県名古屋市東区泉2-26-4 高岳パレットビル4F 

    地下鉄桜通線「高岳」駅1番出口より徒歩2分 

v 参加費用    弊社顧問先：3,000円（税込） ビジター：5,000円（税込）   

v 申込・問い合わせ     デライトコンサルティング TEL 052-937-5615 
        または info@delight-c.com まで 

職場のトラブルをなくし「いい会社」にしましょう！ 

職場のトラブル未然防止セミナー  

〈主催〉デライトコンサルティング 

平成２０年３月に「労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的」とした労働

契約法が施行されました。この労働契約法はまだ産声をあげたばかりですが、日本においては画期的な

法律です。今後、この法律を知らないと経営はできないと思われます。しかし、この法律の内容を知って

いる経営者や経営幹部は、皆無に近いといっても過言ではありません。経営者、経営幹部は労働契約

法違反として、社員と法廷の場で争うことにならないように、前もってこの法律を勉強していただきたいと

思います。 

労働契約法は前向きに解釈し、人事労務管理や就業規則に反映させるならば、人事労務トラブルの

大きな予防効果が期待でき、社員との信頼関係づくりのヒントになります。  

v 開催日時 平成24年5月19日（土） 10：00～12：30  

v 講 師 社労士法人ﾃﾞﾗｲﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 社会保険労務士 近藤圭伸   

v セミナー内容 
1.  労働契約法とは 
2.  労働契約法の重要条文の解説 
3.  労働契約法と就業規則の関係 
4.  労働契約法を経営にどう活かすか 

〈主催〉デライトコンサルティング 

労働契約法を知らないと、これから経営はできない時代です！ 

経営に活かす労働契約法セミナー  


