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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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ビジネスマナーカード発売中！ 

革新的マナー習得メソッド誕生 
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ビジネスマナーを身につけよう!!【6】 P.1 

改正労働者派遣法（1/2） P.2 

労務の泉（労務Ｑ＆Ａ） 等 P.3 

総務のお仕事カレンダー 等 P.4 

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：スギ製菓㈱ 

ビジネスマナーが素晴らしい会社の2社目を紹介し

ます。今回は愛知のスギ製菓㈱です。当社は、掃除

に力を入れている会社として有名な会社です。 

 

  
本  社： 愛知県碧南市大浜上町3丁目85番地1 

 従業員数： 257名（パート170名） 
 売 上 高： 2,500百万円 
 事業内容：えびせんべい等の製造・販売 
 経営理念：「楽しさの創造」楽しく働ける社員と、全

国の家庭に、美味しさと楽しさを提供し
続ける会社を目指す 

 
 

 私は実際に当社に伺ってみました。その時のビジ

ネスマナーの感想は次のようなものです。 

●トイレ掃除の徹底、街頭清掃は目を見張るものが
あった。 

●会社の玄関をくぐると担当者の方に満面の笑顔で
出迎えていただき、通路ですれ違う社員の皆さんも
礼儀正しく自然な挨拶を交わしてくれた。 

●社内はどこも温かい空気で包まれていた。 

●その他、「身だしなみ」「立ち居振る舞い」「来客対
応」なども自然、かつ高いレベルで行われていた。 

                                                                       

 当社杉浦社長からはスギ製菓の経営ビジョンにつ

いて教えてもらいました。なんとそれは200年企業を

目指すというものでした。100年企業とはよく言いま

すが200年企業です。発想が違います。この経営ビ

ジョンで注目したいのは当社の社風が土壌に例えら

れ、「掃除の徹底」「働きやすい職場づくり」「地域貢   

                                                                                                

                                

献などが根にあるところです。 目先の利益ではなく

200年存続するために、しっかりとした根を張らせる。

根が張れば強い風がふいてもスギの木は倒れませ

ん。当社は掃除を徹底的に行い、それを社員教育

の根本に置き、経営理念を実践している会社でした。  

 これまでビジネスマナーについて連載をしてきまし

た。この当たり前のことをやり続けると、いい社風が

でき、社会に貢献できる強い会社になっていきます。

みなさんの会社でもビジネスマナーをもう一度見直

し、人づくりや経営に活かしていただきたいと思いま

す。 

 次回からは「承認」について連載をしていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 会社概要 

 当社のビジネスマナー 

 スギ製菓㈱の経営ビジョン 



専門業務等からなるいわゆる26業務は、分かりにくい等の課題があることから廃止されました。 
【派遣先事業所単位の期間制限】 
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間（派遣可能期間）は、原則３年が限度となります。 

派遣先が３年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等か
らの意見を聴く必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【派遣労働者個人単位の期間制限】 

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、３年が
限度となります。 

改正前 改正後 

派遣元企業 

派遣先企業 

26業務 26業務以外 

有期・無期雇用労働者 
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打ち切り 
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労働関係情報 

■マイナンバー 

 

本人に交付する源泉徴収票

や支払通知書等には「個人

番号」の記載が不要に！ 

（10/2） 

 

「住民票のある住所地以外で

のマイナンバー受取り」申請

期限後も相談可能 

（9/29） 

 

10/5からマイナンバーの「苦

情あっせん相談窓口」が設置

されます （9/28） 

 

国税庁が作成した動画「社会

保障・税番号制度（マイナン

バー）」 がYouTubeで公開 

（9/28）  

 

マイナンバー制度開始後に

雇用保険関係の旧様式を使

用する場合は 「個人番号登

録届出書」の提出が必要！

（9/16） 

 

雇用保険関係のマイナンバ

ー制度Q＆Aが最新版に更

新！（9/16） 

 

国税庁が「法人番号」に関す

るリーフレットを公開。通知は

10/22からスタート！（9/14） 

 

■ストレスチェック 

 

厚生労働省より「ストレスチェ

ック制度実施規程例」が公表

されました！（10/1） 

 

「ストレスチェック実施促進の

ための助成金」に関するＱ＆

Ａが公表されました。 （9/16） 

 

■改正労働者派遣法 

 

厚労省が公開した労働者派

遣法の「業務取扱要領（最新

版）」＆「改正法の概要」

（10/1） 

 

「改正労働者派遣法」に関す

る政令・省令・規則・告示 

 （9/30） 

 

「改正労働者派遣法」がつい

に成立しました！（9/11） 

 

 

 

 

労働関係法令等の最近の動き 

改正労働者派遣法（平成２７年９月３０日施行） 

今号では、改正労働者派遣法の概要についてご紹介します。 
昨年３月に罰則を定めた条文の中に不備が見つかり異例の廃案となるなど、これまで２回廃案となった

改正労働者派遣法が、平成２７年９月１１日の衆議院本会議で可決・成立し、平成２７年９月３０日に施行さ
れました。 
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施行日（平成 27 年9月 30 日）以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止さ
れ、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となります。 

労働者派遣事業の許可制への一本化 

改正前 

特定労働者派遣事業 一般労働者派遣事業 

届出制 許可制 

改正後 

すべての労働者派遣事業 

すべて許可制 

労働者派遣の期間制限の見直し 

３年 

意
見
聴
取 

３年 
組織が異なれば 
同じ人の派遣OK 

別の人の場合、 
同じ組織への派遣OK 

［組織単位の定義］ 
いわゆる「課」や「グループ」など、 
・業務としての類似性、関連性があり、 
・組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権
限を有するものとして、実態に即して判断されます。 

次号では、キャリアアップ措置、均衡待遇の推進、労働契約申込みみなし制度についてご紹介します。 



〔回答〕  

  確定拠出年金制度は、自己の責任で資金を運用し、老後に備える制度です。 

  確定拠出年金には、「個人型」と「企業型」の２種類があります。 

〔質問〕 
 
  確定拠出年金とはどのような制度ですか？ 
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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 

確定拠出年金とは 

 ①確定拠出年金制度には、自営業者等および企業年金を導入していない企業が、   
   「企業型」を導入しない場合の従業員が加入できる「個人型」（掛金は個人が拠出）と、 
  ②企業が導入し、従業員を加入させる「企業型」（掛金は企業が拠出）の２つのタイプが  
    あります。 
 企業年金とは、厚生年金基金や確定給付企業等年金のことをいいます。 
 位置付けは、下図のとおりです。 

確定拠出年金 

個人型 企業型 

 自営業者等 
企業年金等や、企
業型の無い 
企業の従業員 

企業年金等が無い
企業の従業員 

企業年金等がある
企業の従業員 

厚生年金 

国民年金（基礎年金） 

拠出限度額 
月額６８，０００円 

 
 
 

国民年金基金 

   位置付け 
 
この    部分に 
新たな選択肢として 
導入されます。 

拠出限度額 
月額２３，０００円 

拠出限度額 
月額５５，０００円 

拠出限度額 
月額２７，５００円 

企業年金 

主な特徴 

税制上のメリット 
 ●拠出金は所得控除 
 ●運用益は非課税  
 ●受取時も優遇措置 

運用は全て自己責任 
 ●自身の判断で運用方法 を決定 
 ●運用結果が将来の受取額となる 

途中引出ができません  
 ●原則６０歳になるまで引出できません 
        転職しても持運びできます 
 ●年金資産を転職先に移管できます 

社会保険労務士 
矢崎 秀樹 

第１号被保険者 
（自営業者等） 

 

第２号被保険者 
（サラリーマン、公務員等） 

第３号被保険者 
（専業主婦等） 



〒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10月・11月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

日増しに秋の深まりを感じる季節になりましたが、少し夏の思い出につい
てお話しさせてください。私は、野球をしていた兄の影響もあり高校野球
を見ることが好きです。特に熱闘甲子園という番組をみて、球児の素顔
や、甲子園出場までの背景をみると尚一層、試合を見るのが楽しくなるも
のです。そして何より、一生懸命頑張っている姿はとても勇気をもらえる
ものですよね。私も一生懸命頑張ることで、周りに勇気を与えられるよう
精進していきたいと思います！そして高校時代には叶いませんでしたが、
憧れの野球部のマネージャー。デライトで仲間を全力でサポートするマ
ネージャー的存在になれればいいなと思っています。（イ） 

10月1日(木) 大学生への採用内定の通知開始 

10月13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 

9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 

11月2日(月) 

9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 

継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)※口座振替を利用しない場合 
■参考リンク：厚生労働省「労働保険料の申告納付」 
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm 

労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分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/bunya/roudoukijun/rousai/index.html 

11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 

10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 

11月31日(火) 
10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]定時決定の反映と新しい保険料率による控除 
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を
翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成27年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の
保険料率が改定されていますので、新しい保険料額表を確認ください。 
 
[2]各都道府県で地域別最低賃金額が変わります 
 今月より地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発
効年月日を確認しておきましょう。 
 
[3]平成27年10月からマイナンバーが通知されます 
 いよいよ10月から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが発送されます。事前に従業員へ通知しておきまし
ょう。 
 
[4]パート等の年間収入チェック 
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていること
が多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでし
まうことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困るこ
とがないよう、調整しておきましょう。 
 
[5]賞与決定までの準備 
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配
布などを行いましょう。 
 
[6]年末調整の申告書の手配 
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないか早めにチェックを行い、資料を整えておきまし
ょう。 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

『社員の潜在能力を 
         引き出す経営』 

太田 肇／著  2015.10.1 
中央経済社、1,800円+税 

本書のメインテーマである、

社員の潜在能力を引き出して

成功している会社としてすぐ思

い浮かぶのは、㈱サイバーエー

ジェントです。人材開発担当役

員のお話を直接伺いましたが、

億単位の失敗も許容しセカンド

チャンスを与えることを重視す

ることで、社員から毎年千件の

アイデアが出てくるそうです。 

そのアイデアをもとに新規事業

を起こすチャンスをリソースとと

もに付与され、結果として急成

長を遂げられています。 

社員の潜在能力を引き出す

要件は、①自律性、②承認、

③「外向き」の３つと本書にあり

ます。上記の会社は本書には

登場しませんが、このどれもが

該当する典型的な例だと思い

ます。皆さんの会社はいかがで

しょうか？ 

現在のポスト工業社会という

経済環境下で、上記①～③を

軸にしたマネジメントを如何に行

うか、その要諦について丁寧に

解説されています。お勧めです。 


