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企業は「人」です。
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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？
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労務の泉：『健診再検査の費用負担は？』 P.3

総務のお仕事カレンダー等 P.4

今号では、持ち味カードを使った「持ち味カウン

セリング（積極的傾聴）について紹介します。持ち

味カウンセリングは、部下の持ち味（持ち味を裏付

ける行動やエピソード）をどんどん引き出して認め

ていくことがポインです。

【部下の能力を伸ばしたいとき】

・部下が伸ばしたいと思うカードを選んでもらい、そ

の理由を部下に話してもらう。上司としてどんな支

援ができるか伝え、部下と共有する。

・「自他共に認める持ち味」「宝の持ち味」につい

て、今後どのように仕事に活かしていきたいか部下

に話してもらい、上司としてできる支援を約束する。

【部下が仕事で悩んでいるとき】

・悩んでいる原因となっているカードは何かを選ば

せ、適切なアドバイスをする。

・仕事で上手くいくにはどのカードが必要になるか

選ばせ、適切なアドバイスをする。

・部下の「持ち味の窓」を参考にし、部下の持ち味と

マッチする点とミスマッチしている点を明確にし、ミ

スマッチしている点について部下の意見を聴き、対

策を講じる。

積極的傾聴とは、部下が何を求めているのかを適

切に判断し、フィードバック（責任ある受け答え）を

することです。単に聞き入るだけでは、課題や悩み

は解決しません。

以下に、積極的傾聴の流れとその内容について、

紹介します。

①部下の「持ち味」を活かして、部下に成長して欲

しいという気持ちをもつ

②目的を伝える

「今日は君の持ち味を活かして、自分らしく楽しく仕

事をしてもらう支援がしたい」「君の持ち味を活かし

て、チームの成果をもっとあげたい」など

③部下の「持ち味」とそう思う理由を聴く

④部下が「持ち味」を仕事にどう活かしたいかを質

問して、考えを聴く

⑤部下にフィードバックする

ア）部下の話や事実にもとづき、部下の持ち味発

揮についての現状を伝える

イ）持ち味を活かすのに障害となる問題などを取り

除く、または環境を提供する

ウ）持ち味の活かし方のアドバイスをする

エ）上司としてできる支援について伝える

⑥励まし、勇気づけ

「君ならできるよ」「君なら必ず成長できるよ」など

以上のように、持ち味カウンセリングは、個を活か

すのみならず企業業績向上にもつながります。ぜ

ひ、お勧めいたします。

次回は、持ち味カードを活用した「行動指針づく

り」について紹介します。

Ⅰ．持ち味カウンセリングの主な場面と実施内容

Ⅱ．基本的な持ち味カウンセリング
（積極的傾聴）の流れ
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労働関係情報

●長時間労働の是正へ、全国

で労基署の機能強化(２月２６

日)

厚生労働省は２０１８年度から、

全国の労基署において、違法

な長時間労働の監督や労働

法制の啓発などを行う姿勢を

一段と強化する方針である。

労働基準監督官OBに非常勤

として指導業務への復帰を依

頼するほか、「時間外及び休

日労働点検指導員」を大幅増

員するなど、３６協定の適法化

も推進する。政府は今国会で、

時間外労働の罰則付き上限

規制を柱とする働き方改革関

連法案の成立を目指しており、

現場での監督指導を強化して

長時間労働の是正策の実効

性を高めるねらいがある。

●４月１日より、障害者雇用促

進制度が変更(３月１日)

改正障害者雇用促進法にお

ける法定雇用率が、４月１日以

降、２．０％から２．２％へと変

更される。この変更に伴い、障

害者雇用義務を負う事業規模

も、これまでの『常時５０人以上

の労働者を雇用する事業』か

ら『常時４５．５人以上の労働

者を雇用する事業』へと拡大さ

れる。なお、法定雇用率を達

成できない事業主に課される

障害者雇用納付金の額は、１

人につき月額５０，０００円と据

え置かれている。

●第１３次労働災害防止計画

(３月１９日)

厚生労働省は、労働災害を減

少させるために国が重点的に

取り組む事項を定めた中期計

画について、２０２３年３月まで

の5年間を計画期間とする「第

13次労働災害防止計画」を公

示した。計画の目標としては死

亡災害の１５％以上の減少等

に加え、メンタルヘルス対策に

取り組んでいる事業場の割合

を８０％以上とすること、ストレ

スチェック結果を集団分析し、

その結果を活用する事業場の

割合を６０％以上とすること等

を掲げている。事業主には長

時間労働の是正等に加え、労

働者の精神的な健康の管理も

一層強く求められることとなる。

労働関係法令等の最近の動き
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前号では「同一労働同一賃金ガイドライン案」に対する企業側の考え方・捉え方をご紹介しました。

今号から次号では、項目別に考え方と実務対応のポイントをご紹介します。

「同一労働同一賃金」の法整備の行方と企業の実務対応③

■ 「同一労働同一賃金ガイドライン案」の構造

厚生労働省のホームページに次のとおり示されています。

■ 項目① 基本給 ※次号では「手当・賞与」をご紹介します。

• 基本給や昇給において、経験・成果・勤続・勤続による職業能力の向上といった支給基準の要素につ
いて、正規雇用労働者と同一の条件を充足する非正規雇用労働者には同一の支給内容を、違いが
ある場合は違いに応じた扱いを求めています。

• 非正規労働者（パートタイマー等）を多く雇用する企業様では、下記の基本給の実務対応は時間を要
し、人件費への影響も少なくありません。外部（行政）から見て、いちばん目に留まるのは「手当」の有
無であるため、「手当」を先に検討し、人件費予算の余裕があれば「基本給」を検討することをご提案し
ます。「基本給」は今後の昇給を調整していくことで、数年をかけて解決することができると考えます。

ケース 原則の考え方 問題とならない例

基本給を労働者の勤
続年数に応じて支給し
ようとする場合

• 同一の場合は、
同一の支給

• 違いがある場合
は、その相違に
応じた支給

有期雇用労働者であるＸに対し、勤続年数について当初の雇用契約開始時
から通算して勤続年数を評価した上で支給。

基本給を労働者の職
業経験・能力に応じて
支給しようとする場合

同じ職場で同一の業務を担当している有期雇用労働者であるＸとＹのうち、職
業経験・能力が一定の水準を満たしたＹを、定期的に職務内容や勤務地に変
更がある無期雇用フルタイム労働者に登用し、転換後の賃金を職務内容や勤
務地に変更があることを理由に、Ｘに比べ高い賃金水準としている。

同じ職業経験・能力の無期雇用フルタイム労働者であるＸとパートタイム労働
者であるＹがいるが、就業時間について、その時間帯や土日祝日か否かなど
の違いにより、ＸとＹに共通に適用される基準を設定し、時給（基本給）に差を
設けている。

基本給を労働者の業
績・成果に応じて支給
しようとする場合

フルタイム労働者の半分の勤務時間のパートタイム労働者であるＸに対し、無
期雇用フルタイム労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場
合には、無期雇用フルタイム労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給。

昇給を勤続による職業
能力の向上に応じて行
おうとする場合

• 同一の場合は、
同一の昇給

• 違いがある場合
は、その相違に
応じた昇給

（ガイドラインに具体例は示されておりませんが、主旨に沿えば、次の考え方に
なります）
• 正規従業員と同一の職務・労働時間であれば、同一の昇給率（時給の場合
は時間単価に換算）。

• 相違があれば、正規・フルタイムとの公平なバランスで、非正規の基準（昇給
ルール）を設定する。
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

定期健康診断後の再検査の費用負担は？

今回の回答者

〔質問〕

定期健康診断の結果、再検査の必要がある従業員がいました。

再検査の費用は会社が負担する必要がありますか？

〔回答〕

定期健康診断の費用は、会社が負担しなければいけませんが、再検査の

費用については法律上の定めがないので、会社が負担する義務はありませ

ん（一定の特殊健康診断の再検査を除く）。よって、労使間の協議の上定め

ることになります。

社会保険労務士
水高 直子

定期健康診断と再検査の費用負担

定期健康診断 再検査

健診費用負担 会社負担義務あり 会社負担義務なし
（労使協議が望ましい）

受診時間の賃金の支払い 支払い義務なし
（労使協議して定めるべきだが、支払うことが望ましい）

支払い義務なし
（労使協議が望ましい）

交通費 法の定めなし
（労使協議して定めるべきだが、支払うことが望ましい）

法の定めなし
（労使協議が望ましい）

◆再検査や精密検査の必要性を指摘された場合、再検査に必要な費用を誰が負担するかにつ

いては法律に定めがありません。よって、労使間の協議や就業規則の定めに従うこととなります。

従業員が負担する場合、健康保険に加入していれば、医師の診断による再検査や精密検査

の費用については健康保険が利用可能です。

※有機溶剤中毒、鉛中毒等の有害業務等一定の特殊健康診断、再検査を除く

◆会社の実施する定期健康診断を本人の都合で受診しない場合は、従業員が各自で受診する

ことも認められていますが、その場合の費用については、本人負担としてもよいとされています。

★再検査や精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものです。
会社は、再検査の結果、就業制限等が必要となる場合もあることから、こうした再検
査および結果の提出を勧奨することは意義のあるものと思われます。
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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 2018年4月・2018年5月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

４月１０日(火)

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

３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

４月１６日(月)
給与支払報告に係る給与所得者異動届
■参考リンク：名古屋市「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書について」
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075553.html

５月１日(火)

３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」
http://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1月～3月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/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousa
i/index.html

５月１０日（木）

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

４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

５月１５日(火)

障害者雇用納付金の申告期限
■参考リンク：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「申告申請期限、提出方法、納
付期限・支給時期」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html

５月３１日（木）
４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」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[１]社会保険の手続きにおけるマイナンバーの利用開始

平成３０年３月５日より、事業所の社会保険手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の利用が開始されました。今後、

マイナンバーを利用する場面が増えることが予想されるため、企業としてもマイナンバーの回収・保管・破棄の方法お

よび本人確認方法等を再確認しましょう。

■参考リンク：日本年金機構「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応」

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html

[２]平成３０年度の雇用保険料率

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの雇用保険料率は、平成２９年度より変更なく据え置きとなります。

[３]健康保険料率および介護保険料率の変更

平成３０年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分（4月納付分）からの適用となります。

■参考リンク：全国健康保険協会「平成３０年度の協会けんぽの保険料率は本年３月分(４月納付分)から改訂されま

す」 (https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209)

[４]年次有給休暇の付与(４月１日付で一斉付与の場合)

４月１日付で年次有給休暇を一斉付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

私事ですが、ここ最近、毎週月曜日のランチにはインドカレーを食べに出かけま

す。一週間を元気よく過ごせるよう、カレーのパワーに必死であやかっています。私

は以前、半年間ほどインド人の青年２人組とルームシェアをしていたことがあるので

すが、当時はよくお手製のカレーを振舞ってもらいました。彼らがカレーを作る際、

私もたびたび一緒にキッチンに立って調理の様子を観察させてもらったのですが、

味噌も醤油も使わずにどうしてこれだけおいしいものを作ることができるのか、不思

議でたまりませんでした。

４月新年度、慌ただしい中で体調など崩されませんよう、皆様もおいしいものを

食べて過ごしてください。私のお勧めはもちろんカレーです。（四）

『組織は変われるか』
経営トップから始まる「組織開発」

加藤 雅則／著 2017.12.13
英治出版、1,800円+税

以前このコーナーで『入門組

織開発』（中村和彦・著、光文

社新書）を紹介しました。

「人」と「（人と人との）関係性」

に働きかけ、社員一人ひとりが

いきいきと働けるように、また社

員の集合体としての組織が長

期にわたって持続できるように

するための取組みである組織

開発。その概要を把握する上

でとても有益な本でした。

今回ご紹介する本書は、そうは

言ってもなかなかつかみどころ

のない組織開発について、もう

一歩踏み込んで実際のところを

理解するのに役立ちます。

「各層のコンセンサス」「経営トッ

プから始める」「当事者主体」と

いう組織開発の三原則をしっか

り押さえていく必要があるとして、

組織開発のプロジェクトを追体

験できるように、ストーリーを織り

交ぜて語られています。実践す

る上でのキーワードがあふれて

います。『入門組織開発』の著

者、中村和彦教授にも「これは

本物」と言わせた一冊です。
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