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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!! 

ビジネスマナーの良い会社：幸南食糧㈱ 

ビジネスマナーが素晴らしい会社の事例を2回に

渡って紹介します。今回は大阪の幸南食糧㈱で

す。当社は、あいさつ日本一の会社として全国的

に有名な会社です。 

 

  
本  社： 大阪府松原市三宅西5丁目751番地 

 従業員数： 106名（平成25年8月現在） 
 売 上 高： 24,500百万円（平成25年6月決算）   
 事業内容： おくさま印の米穀販売 
 経営理念：「全てのお客様の立場にたって、          

小さな一流企業を目指します」 
 
 

 同社の川西会長は、「あいさつ日本一」になろうと  

 思った理由（経緯）を次のように語っています。 

 『私には苦い思い出があります。会社を立ち上げて    

 順調に業績を伸ばしていたある日のこと。大切な   

 お客様から、「おまえのところの従業員は挨拶もせ 

 んし、モノの言い方も知らん。そんないい加減な会 

 社とは絶交や」 と大変なお叱りを受けました。 今 

 振り返ってみると、あいさつや返事もろくにできない 

 集団だったんですね。これでは、どんなに良心的 

 な経営を心がけても、どんなによい商品をお届けし 

 ても、お客様に喜んでいただけるわけがない。「よ 

 し、挨拶地域NO1、いや日本一の企業になろう」 と 

 決心したのです。』 

                                                                         

同社のあいさつは大変ユニークです。私も今ま 

でこのような「あいさつ」は見たことがありません。 

 

 

 

そのあいさつは、社員同士があいさつをするとき 

に、必ず握手をするというものです。握手をしな 

がらあいさつすると、お互いの心のぬくもりや元 

気さが伝わり、コミュニケーションも取りやすくなる 

そうです。同社では、このような握手をしながらの 

あいさつを、すでに２５年以上継続しています。 

 

 同社では、人に会ったら、あいさつをする。この 

あたりまえのことを徹底しています。川西会長は、 

あたり前のことを徹底してやりきったときに、お店 

や企業も変わっていくと語っています。 

 同社はこの当たり前のことをコツコツ継続した結 

果、お客様ばかりではなく、地域の人たちからも  

「お宅の社員は、みんな明るくあいさつをしてく  

れるので気持ちいいですね」と言われるようにな  

ったということです。 

 ちなみに、このあいさつがキッカケで、同じ米を  

買うなら同社で買いたいということで、注文が増 

え続け、現在では約２５０億円の売上規模にまで

成長 

したということです。                                                                                                                                                                                                                                  

次回は、地元愛知県碧南市にあります、スギ製 

菓㈱を紹介します。同社はビジネスマナーでも 

、特に掃除に力を入れている会社です。 

 

 

 会社概要 

 あいさつ日本一を目指したきっかけ 

 元気体温計あいさつ 

 あたり前のことを徹底する 



ＴＯＰＩＣＳ 

労働関係情報 

●最低賃金引上げ幅 過去

最高の18円に（7月29日） 

厚生労働省の小委員会は、

2015年度の最低賃金を全国

平均で18円引き上げ、798円

にする目安を決めた。目安を

時給で示すようになった2002

年度以降、最大の上げ幅とな

る。引上げ幅の目安は、都道

府県ごとに経済状況等に応じ

て４つの分類に分けられる。

目安通りに引きあがるとすれ

ば、最低賃金の最も高い東

京で907円、最も低い鳥取、

高知、長崎、熊本、大分、宮

崎、沖縄は693円となる。 

 

●「キャリアアップ助成金」を

拡充へ（7月19日） 

政府は、来年度からキャリア

アップ助成金を拡充する方針

を明らかにした。「正規雇用

等転換コース」については来

年度から恒久化し、増額も検

討する。また、現在6種あるコ

ースの整理・統合を実施する。 

厚生労働省の新年度予算概

算要求において、職場定着

支援助成金の拡充等と併せ

て「正社員転換・雇用管理改

善プロジェクト」（仮称）として

打ち出す考え。 

 

●「改正派遣法案」「同一労

働同一賃金法案」参院で審

議入り（7月14日） 

労働者派遣法改正案と同一

労働同一賃金推進法案（正

式名称：労働者の職務に応じ

た待遇の確保等のための施

策の推進に関する法律案）の 

審議が14日に参議院厚生労

働委員会で始まった。政府・

与党は、派遣法改正案（９月

１日施行）について８月上旬

までの成立を目指すとしてい

るが、延期も検討されている。 

 

●雇用保険料率 来年度は

引下げ予定（6月27日） 

厚生労働省が、雇用保険料

率を2016年度に４年ぶりに引

き下げる検討に入ったことが

わかった。現在の保険料率の

うち、失業給付を現在の１％

から0.8%に下げる方向。失業

率低下により、雇用保険の積

立金が2015年３月末時点で

過去最高の６兆円に上ること

を受けたもので、労使負担は

年間で約3,200億円軽くなる

見込み。 

 

労働関係法令等の最近の動き 

マイナンバー制度の導入に向けて（雇用保険業務）～事業主の皆様へ～ 

厚生労働省から、雇用保険関係手続のマイナンバーの記載・提出の流れや、事業主において必要とな
る対応を解説するとともに、事業主がマイナンバーを記入して提出する必要がある手続や在職者・離職者
本人が個人番号を記入して提出する手続を一覧にまとめた資料が公表されました。 
事業主がマイナンバーを記入して提出する手続、個人番号を記入して提出する手続が一覧にまとめら

れています。また、これらの資料が掲載されているページには、2015年7月時点の様式案も掲載されていま
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！ 

今回の回答者 

最低賃金について 

〔質問〕 
 最近、ニュースで最低賃金が全国平均で18円上がるのではないかと言われています。 
そもそも最低賃金とは何ですか？守らなくてはいけないものですか？ 

〔回答〕  
 最低賃金は、働くすべての人に、賃金の最低額を保障する制度で、最低賃金法に基づき
国が最低賃金額を決めています。仮に最低賃金よりも低い金額で、労働者・使用者が契約
をしたとしても、最低賃金法で無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたとみなされます。 
 使用者が、最低賃金額以上を支払わない場合には、罰則が定められています。 

「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。 
 

◆ 最低賃金の種類は？ 

特定社会保険労務士 
土方 聡子 

◆ 最低賃金額以上かをチェック！          ◆愛知県の地域別最低賃金 

地域別最低賃金 特定最低賃金 

 
内 
 
容 

「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりな
く、各都道府県内の事業所で働くすべての労働者
とその使用者に対して適用される最低賃金です。 
都道府県ごとに、最低賃金が定められています。 

「特定最低賃金」とは、特定の産業について設定されて
いる最低賃金です。 
関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低
賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが
必要と認める産業について設定されており、全国で235
件の最低賃金が定められています。 
（平成26年10月1日現在） 

 
適 
 
用 
 
範 
 
囲 

常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託など、雇用形
態にかかわらず、原則として、各都道府県で働くす
べての労働者とその使用者に適用されます。 
＜派遣労働者＞ 
派遣先の最低賃金が適用されます。 
派遣元（愛知県最低賃金800円）→派遣先（東京最
低賃金888円） 
派遣先（東京）の最低賃金888円が適用されます。 

特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者
に対して適用されます。 
＜適用除外＞ 
①18歳未満、65歳以上の者 
②雇入れ後3ヵ月未満で技能習得中の者 
③その他当該産業特融の軽易な業務に従事する人等 

時間給 時間給≧最低賃金額（時間給） 

日 給 日給÷1日所定労働時間≧最低賃金額（時間給） 

月 給 月給÷1ヵ月所定労働時間（もしくは1ヵ月平均所定
労働時間）≧最低賃金額（時間給） 

＜ただし、次の賃金は最低賃金の比較にあたって算入しません＞ 
①臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 
②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 
③時間外労働・休日労働に対する賃金 
④深夜労働に対する割増賃金 

⑤精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

効力発生日 時間額 

平成26年10月1日 800円 

平成25年10月26日 780円 

平成24年10月1日 758円 

平成23年10月7日 750円 

平成22年10月24日 745円 



〒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8月・9月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

 
 
 
 
 
 
 
今年2015年は、ゴールデンウィーク（5/2～5/6）とシルバーウィーク
（9/19～9/23）の5連休が2回あるという、いわゆる「神カレンダー」になっ
ています。実は秋の大型連休は、1985年に祝日法が改正されてから、2
回目ということをご存知でしょうか。第1回目は2009年、第2回目は今年
2015年、法改正が無ければ第3回目は2026年になります。大型連休はも
ちろん嬉しいのですが、シルバーウィークに給与計算業務が重なる企業
様（業務受託している弊社も）は、おそらく休日出勤が必要になりますね。
世間が休みの時に、ちょっとばかり複雑な気持ちです。（ヒ） 
 
 
  
 
 
 
       

8月10日(月) 

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 

7月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払 
■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 

8月31日(月) 
7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 

9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 

8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 

9月16日(水) 

新卒高校生の採用選考・内定開始 
■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 

9月30日(水) 
8月分の健康保険料、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 

[1]随時改定の反映（4月昇給の場合） 
 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。 
[2]賞与所得税の納付 
 7月に賞与を支給した事業所においては、今月の源泉徴収所得税の納付の際に賞与の所得税も納付することを忘
れないようにしましょう。 
[3]8月1日より雇用保険の基本手当日額等が変更 
 8月1日より基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引き上げられました。 
 ・ 最高額：受給資格に係る離職の日における年齢に応じ以下のとおり 
   □60歳以上65歳未満：6,709円→6,714円 
   □45歳以上60歳未満：7,805円→7,810円 
   □30歳以上45歳未満：7,100円→7,105円 
   □30歳未満：6,390円→6,395円 
 ・最低額 
   □1,840円→1,840円 

■参考リンク：厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091920.html 

[4]厚生年金保険の保険料率の改定 
 9月分から厚生年金保険料率が変更になり、0.354％引き上げられて17.828％となります。変更後の保険料は平成27
年9月分（10月納付分）から平成28年8月分（9月納付分）まで適用されますので、給与からの控除間違いのないように
注意が必要です。 

■参考リンク 
日本年金機構「保険料額表（平成27年9月分～） 
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000029322XDcscLTTM3.pdf 

[5]社会保険料 定時決定結果の反映（平成27年9月より） 
 7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することになります。
新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分（10月末納付分）からです。 
※従業員の給与からの社会保険料控除（翌月控除、当月控除）については各社の取扱いをご確認ください。 
[6]障害者雇用支援月間 
 9月は障害者雇用支援月間です。平成27年4月から障害者雇用納付金制度の申告対象事業主が拡大され、常時雇
用している従業員数が100人を超え200人以下のすべての事業主も申告の対象となります。特に法定雇用率を満たし
た障害者を雇用していない企業は障害者雇用に向けて採用活動を強化しましょう。 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

『人事評価の「曖昧」と「納得」』 

江夏 幾太郎／著  2014.11.10 
NHK出版新書、740円+税 

皆さんの会社の人事評価は、

うまく運用できていますか？そう

聞かれて自信をもってYESと答

えられる企業は少ないのではな

いでしょうか？人事評価制度に

は常に課題がついて回り、毎年

のように改善を繰り返す企業も

あります。書店に行けば人事評

価の本も少なくありません。 

今回ご紹介する本書もまさに

人事評価をテーマとしています。

しかしながら、これまでの本とは

一線を画しています。 

「人事評価とはそもそも曖昧

なものである」というスタンスで、

なぜ曖昧なのか（人が人を評

価するという論点、処遇が絡む

と相対評価になるという論点

等）、または曖昧でありながら社

員の納得が得られるのはなぜ

かなどについて、研究者の立場

からかなり現実的な考察が述

べられています。よくありがちな

“公正な評価を行うには”などの

「べき論」は皆無で、ある意味

心地良いです。ここまでリアル

な人事評価本は初めてです。 


