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定価 3,000円（税別） 

 

人は相手のビジネスマナーを
見て、「付き合いたい人かどう
か」「仕事を頼みたい人かどう
か」を判断します。なぜなら、ビ
ジネスマナーにはその人の品
格やこれまでの生き様などが
表れるからです。 
 
ビジネスマナーのよい人（他人
への心配りができる人）は、他
人から見て大変気持ちがよく
好感度抜群です。このような人
の周りには人が集い、仕事の
チャンスも数多く与えられます。 
 
ビジネスマナーカードを選ぶこ
とで、できているマナーにより
磨きをかけ、できていないマナ
ーを身につければ、社内外の
人からの厚い信頼を得ることが
できます。 
 
ビジネスマナーはどんな人で
も訓練によって必ず身につけ
ることができます。ビジネスマ
ナーが身につけば行動が変
わり、行動が変われば幸せな
人生が訪れます。 
 
ぜひ、ビジネスマナーカードを
活用して、あなたらしい輝く人
生を獲得してください。 
 
デライトコンサルティングでは、
ビジネスマナーの習得を通じ
て「いい会社」づくりを支援し、
人と組織の発展に貢献してま
いります。 
 
また、世界から尊敬されるビジ
ネスマナー大国日本をつくりま
す。  
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ビジネスマナーを身につけよう!! 

ビジネスマナーはなぜ身につかないのか？ 

意識すれば誰もができるビジネスマナー。なぜ、

身に付かないのでしょうか？ 

今回は、その理由について考えてみます。 

①【会社（経営者）の認識が薄い】 

そもそも会社（社長）に、ビジネスマナーが人材

育成や「いい会社」づくりに大きく貢献するという認

識がない場合があります。これでは何も進展しない

のは当然でしょう。 

②【管理職がビジネスマナーの基本を知らない 

  ため、社員も何をしていいか分からない】 

ビジネスマナーは本来、上司が部下に教えるも

のです。上司がしていないのに部下は何をどうして

いいのか分からないのは当然です。ビジネスマナ

ーを会社として向上させたいのなら、管理職にビジ

ネスマナーを真っ先に教育することが大切です。 

今更と思うかもしれませんが、とても重要なことで

す。管理職が率先垂範し、部下に手本を示して教

える。これをしないとビジネスマナーは会社として

できるようになりません。                                                                                       

③【普段の職場では、上司・同僚から、個別に 

  評価・アドバイスされることがない】 

そもそもビジネスマナーは他人が評価するもので

す。しかし、職場ではビジネスマナーについて評

価をすることは余りありません。なぜ、評価されない

かというと、「自分ができていないから評価できな

い」「余計なことを言って人間関係を崩したくな 

 

 

 

 

い」という思いに駆られるからでしょう。 

 しかし、ビジネスマナーは顧客満足（社内の人 

間関係含む）に直結することから、少なくとも上司 

は部下のビジネスマナーを評価し、OJTをする必 

要があります。 

 もっとも効果があるのは、上司が実際の場面で

お手本を示したり、その場で部下のビジネスマナ

ーを修正することです。実際の場面で体感して学

んだビジネスマナーは、すぐに覚えることができま

すし、一生忘れません。 

④【ビジネスマナーの目的を理解していない】 

目的は何をするにも重要です。目的を理解、共

有し実践することで、物事が上手く進みます。 

そもそものビジネスマナーの習得の目的を上司と

部下が共有してない場合が多々見受けられます。 

目的が共有できれば、まずやってみようということ

になります。そして、実践した結果についてお互い

に振り返りを行えば、必ずビジネスマナーは上達し、

顧客満足も得ることができます。                                                                                                                                                                                                                                  

次回からはビジネスマナーが素晴らしい会社の

事例をご紹介します。実際に私がその会社に伺っ

て話を聞いてきたリアルな内容です。楽しみにして

いてください。 
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労働関係情報 

●２０１６年卒採用の「内定出

し」 開始時期は「６月」が最多

／民間調査 

人材サービス会社ディスコが

19日発表した企業調査結果

によると、2016年卒採用の

「内定出し」の開始時期（予定

含む）は、「６月」と回答した企

業が最も多く19.7％。また「７

月」までの合計は64.5％とな

った。回答社数は488社。  

http://www.disc.co.jp/pressr

elease/detail/16SaiyoReport2

01505-2886.htm 

 

●介護休業の分割取得を可

能に 厚労省検討（5月4日） 

厚生労働省が育児・介護休

業法を改正し、病気やけがご

とに１回のまとめ取りしかでき

ない介護休業を分割取得で

きるようすることを検討してい

ることがわかった。年５日まで

の介護休暇も半日や時間 

単位で取得できるようにする

考え。2017年からの導入を目

指す。 

 

●ベア実施の中小企業が大

幅に増加（5月3日） 

全国の財務局が3月中旬から

4月中旬にかけて調査した賃

金動向を発表し、中小企業の

うち今春にベースアップ（ベ

ア）を実施する企業の割合が

37％に上ることがわかった。

景気回復や人手不足を 

背景として、ベアを実施する

動きが中小企業にも広がって

きた格好。 

 

●配偶者控除 2017年からの

新制度導入を検討（5月2日） 

政府が配偶者控除制度を見

直す検討に入ったことがわか

った。年内に具体案をまとめ、

来年の通常国会に法案を提

出し、2017年1月から導入し

たい考え。現在の減税規模

は維持しながら、夫婦単位で

一定額を控除する案などを検

討。新制度により適用対象者

は大幅に拡大される見込み

だが、所得制限等も検討する

としている。 

労働関係法令等の最近の動き 

労働安全衛生法の改正（ストレスチェック制度） ［後編③］  
【平成27年12月1日施行に決定】 

前号に続き、労働安全衛生法の改正（ストレスチェック制度の創設）についてご紹介します。 
この約一ヵ月間の間に、厚生労働省より、具体的な運用に関する資料が相次いで公表されております 
今号では、その中からポイントをご説明いたします。 

「ストレスチェック制度」の具体的運用方法を定めた省令等を公表／厚労省 

●省令、告示、指針のポイント 
法改正によってストレスチェックが義務化されるということはだいぶ周知されましたが、詳細についてはま
だ発表されていませんでした。ようやく 4月15日(水)に厚生労働省からストレスチェック制度の具体的な運
用方法を定めた省令、告示、指針が発表されました。 

項 目 内 容 

ストレスチェックの 
実施方法 

ストレスチェックに 
用いる調査票 

事業者の判断により選択することができるものとするが、「職業性ストレス
簡易調査票」（57項目）を用いることが望ましい。 
※弊社提供の調査票は対応しております。 

高ストレス者の選定方法 

次の1)又は2)のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定。 
この場合において、具体的な選定基準は、ストレスチェックを実施した医
師等（以下、「実施者」という）の意見及び衛生委員会等での調査審議を
踏まえて、事業者が決定するものとする。 
1)調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の
評価点数の合計が高い者 

2)調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の
評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該
労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の
労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計
が著しく高い者 

健康診断と同時に実施する 
場合の留意事項 

ストレスチェック及び法第66 条第１項の規定による健康診断の自覚症状
及び他覚症状の有無の検査を同時に実施することができる。 

面接指導の実施方法 

事業者は、医師等の実施者からストレスチェックを受けた労働者のリスト
を入手する等の方法により、労働者の受検の有無を把握し、ストレスチェ
ックを受けていない労働者に対して、ストレスチェックの受検を勧奨するこ
とができる 

ストレスチェック結果の記録及び保存 

ストレスチェック結果の事業者への提供について 
1）労働者から同意を得て、実施者からその結果の提供を受けた場合 
事業者は、ストレスチェック結果の記録を作成して、これを５年間保存しな
ければならない。 
2）労働者の同意が得られていない場合 
事業者は、実施者によるストレスチェック結果の記録の作成及び当該実
施者を含む実施事務従事者による当該記録の保存が適切に行われるよ
う、記録の保存場所の指定、保存期間の設定及びセキュリティの確保等
必要な措置を講じなければならない。 

労働者に対する不利益な取扱いの防止  

ストレスチェックを受けないこと、結果の提供に同意しないこと、または面
接指導の申し出を行わないことを理由とした不利益取扱いを行ってはな
らない。この不利益な取扱いの例として、ストレスチェックを受けない労働
者に対して、懲戒処分を行うことが挙げられている。 

労働者の健康情報の保護 

ストレスチェックの実施前または実施時に、事業者への結果提供に関す
る労働者の同意を取得してはならないとし、結果通知後に個別に同意を
取得しなければならない。同意を取得する場合は次に掲げるいずれかの
方法によらなければならないものとする。 
1)ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を
通知した後に、事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレ
スチェックを受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法 
2)ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を
通知した後に、実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者と
して選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に
対して、当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握さ
れないような方法で、個別に同意の有無を確認する方法 
 
 なお、ストレスチェックを受けた労働者が、事業者に対して面接指導の
申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者
への提供に同意がなされたものとみなして差し支えない。 

なお、実際の省令、告示、指針については以下をご覧ください。 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html 
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

今回の回答者 

中途入社の社員の賃金設定について 

〔質問〕 
中途採用の社員の実力が分からないため、賃金額をどのように設定していいか分かりませ
ん。何かいい方法はないでしょうか。 

〔回答〕  
試用期間中は、賃金を基本給と手当に分け、実力が賃金に見合わなければ手当部分は支
払わないことについて入社時の雇用契約の際に同意を得ておく方法が考えられます。 

中途入社の社員の賃金設定に頭を悩ませている会社が意外と多いと思います。 
よく聞かれるのが、前職の経験から高パフォーマンスの発揮を予想し、他の社員よりも高額な賃金で採用したと
ころ、結果がイマイチであったというケースです。 
中途入社した社員のパフォーマンスが相当に低ければ、労働契約を解消する方向で話を進めることになります
が、実際に多く聞かれるのは、契約を解消するほどひどくはないが、賃金に比べてパフォーマンスが低いというケ
ースです。 
中小企業が大手企業出身者をある一定のポジションで採用したい場合、自社の賃金水準が前職より低いことが
多いため、本人の前職の年収を考慮して高い賃金額とすることがあります。 
仮に高い額で採用したとしても、高いパフォーマンスを発揮してくれれば問題ないのですが、そのように良い結果
ばかりが出るとは限りません。 

 

 

期待値を下回るパフォーマンスだった場合に、会社は賃金額を下げられるのかという問題が生じてきます。もち
ろん、本人の同意があれば別ですが、一方的に下げることはできません。そこでパフォーマンスが期待値以下だっ
た場合のことも想定して、賃金を基本給のみで支払うのではなく、基本給と手当に分けておくことをお薦めします。
たとえば、月額40万円を支払う場合、基本給30万円、手当10万円などとしておくのです。 

 この手当について、私は、『高パフォーマンスを見込んで支給する手当』として『実力見込手当』と呼んでいます。
そして、実力見込手当部分については、一定の期間を定め、期間満了時に廃止します。その間に会社が求めるパ
フォーマンスが発揮されている場合は、実力見込手当部分を基本給に組み込みます。反対にパフォーマンスが発
揮できていない場合は、翌月以降は基本給のみ支給されるようにします。 

 このようにして、雇用関係を終わらせるほどではないが、パフォーマンスが低い社員に対してパフォーマンスに
見合った賃金に修正できるようにしておくのです。 
 このようなルールを運用する場合、達成基準を具体的に定めておくことが重要です。『会社が認めた場合』等とい
う基準があってないようなものではいけません。したがって、誰にでも適用できるものではなく、対象社員も限定さ
れてくることが予想されます。たとえば、営業のような数字で表しやすい職種や専門技能を必要とする職種、管理
職の採用などにこの方法が有効になってこようかと思います。 

◆ 会社の基準と本人希望額の兼ね合い 

社会保険労務士 
天池 亮介 

☆規程例 
第○条 実力見込手当は、中途入社の社員に対して会社の実力の期待度合いに応じて支払う給与である。 
    なお、支給期間は入社時に会社と本人の間で合意した期間とする。 
   ２ 入社時に会社と本人の間で合意した一定期間内に、会社との合意事項が達成できた場合は、当該 
    期間後については、実力見込手当相当額を基本給に組入れるものとする。 

◆ 仕事のパフォーマンスが会社の期待値を下回る場合 



〒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 : info@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 2015年6月・7月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

 
 
 
 
 
 
 
最近、日中は随分と暑くなり、すっかり夏模様の今日この頃です。 
太陽の光が当たると、新緑がとても美しく輝きます。 
この季節、青々と茂る新緑の中を歩くと、とてもすがすがしい気分になり
ます。名古屋でも東山辺りは、自然が沢山残っていて、爽やかな風を感
じることが出来ます。 
もうすぐ、梅雨に突入すると、じめじめとした蒸し暑い日が続きます。そん
な時でも、自然からエネルギーをもらって、元気に過ごしていきたいです
ね。 (ス) 
 
 
  
 
 
 
       

6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 

5月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の支払 
■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 

6月22日(月) 

高卒者の求人票受付開始 
■参考リンク：厚生労働省「平成28年３月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考
開始期日等について」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073094.html 

6月30日(火) 
5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」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

7月1日(水)～ 
7月10日(金) 

社会保険の算定基礎届の提出 
■参考リンク：日本年金機構「算定基礎届の提出」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053 

6月1日(月)～ 
7月10日(金) 

労働保険の年度更新 
■ 参考リンク：厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudo
uhoken21/index.html 

7月10日(金) 

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 

6月分源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付 
■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 

7月15日(水) 高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出 

7月31日（金） 

6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」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

労働者死傷病報告書の提出（休業4日未満の4月から6月まで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/ro
usai/index.html 

［トピックス］ 
・賞与支払届の提出 
  賞与を支給した場合には、従業員から社会保険料を徴収し納付する義務があります。支給日より5日以内に所轄の
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)に賞与支払届を届け出ることになっています。 
 
［6月、7月のアクション］ 
[1]労働保険の年度更新 
  7月10日までに労働保険の年度更新手続きが必要となります。スムーズに進むよう段取りを確認しておきましょう。 
■参考リンク：厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html 
 
[2]住民税の改定対応 
  毎年6月より住民税が改定されます。早めに給与計算ソフトのマスター（住民税の額）を変更して、給与計算に備え
ておきましょう。 
 
[3]協会けんぽの被扶養者資格の再確認 
  5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されています。7月31日までに提出することになってい
ますので、早めに確認作業をしておきましょう。 
■参考リンク：協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について（平成27年度の実施）」」  
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-3/270305001 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

『リーダーは自然体』 

増田 弥生・金井 壽宏／著  
2010.6.20 

光文社新書、880円+税 

人材開発の分野で仕事をす

る人にとっては、知る人ぞ知る

増田弥生さんの本。現時点で

唯一の著書（共著）です。 

増田さんは組織開発のプロです。

といってもコンサルタントや研修

講師ではありません。リコーに勤

めた後、転職したリーバイスや

その後のナイキで、米国本社の

経営幹部として、組織開発やグ

ローバルリーダー開発、一般人

事などを担当された“現場”の

人です。執筆時点ではナイキを

退職されており、人生の切り替

え方に潔さを感じさせる方です。 

本書は、増田さんへのインタ

ビューと金井教授の解説という

構成でまとめられています。増

田さんがこれまでのキャリアで

実践してこられた成功談や失

敗談などの軌跡、コーチングや

ファシリテーションなどのスキル

を使いつつテクニックありきでは

ない組織開発の話など、「すご

い」話が自然体で語られます。

読み物としても面白い一冊です。 


