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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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承認（認める）【1】 P.1 

改正労働者派遣法（2/3） 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 

大切な人を認めていますか？ 

承認でモチベーション・アップ 

今号から承認について連載をしたいと思います。 

 人は生まれながらに承認欲求（認めてもらいたいと

いう欲求）を持っています。この承認欲求を満たすこ 

とによって、人は周りから必要とされていることを実感

します。少し大げさかもしれませんが、人は承認なし

では生きていけないのです。 

 私はこの承認のパワーは人々のやる気を引き出し、

生きる価値と幸せを与えてくれると確信してます。特

に、ビジネスにおける上司から部下への承認には計

り知れない効果があります。 

 

 承認の定義は「相手が気づかない優れた能力、資

質、業績（貢献）、成長、可能性などについて、その

事実を本人に伝え、自覚させること」です。 

 日本人は「ほめる」ことを意識しすぎるきらいがあり

ますが、相手を人間として尊重するなら「ほめる」より

「認める」ことの方が大切です。承認にはありのままを

相手に認識させる誠実さがあります。                          

                                

 承認の主な目的は次の３つです。 

 目的①：モチベーション・アップ（内発的＊） 

 ＊それがしたいからするという心の底から湧きあが 

  る動機。 

 目的②：相手の行動を正しい方向へ導く 

 ＊灯台、羅針盤の役割と同じ。正確なほどよい 

 目的③：良好な人間関係を形成する 

     

   

   

   

  左記に述べたように、承認は正しくすると下図に

あるプロセスを経て、個人と会社・組織にとって、

様々な効果をもたらします。その効果については

種々の実証研究によって明らかにされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こんなに素晴らしい効果が、しかもお金をかけずに

得られます。上司と部下、同僚同士が言葉を通じて

認め合うだけでいいのです。 

次回は、正しい承認の方法についてご紹介します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 承認（認める）とは 

 「承認」の目的 

 「承認」の効果 



改正前 改正後 

派遣元 

同種の業務に従事する派遣先の労働
者との均衡を配慮しつつ、 
 
 
 
 
【配慮義務】 

①派遣労働者の職務内容、能力・経
験等を勘案して賃金を決定する。 

②教育訓練依頼を実施する。 
③福利厚生利用依頼を実施する 

【新設された責務】 

雇用する派遣労働者から求めがあっ
たときは均衡を考慮した待遇確保の
ために配慮した内容を、当該派遣労
働者に説明する。 
 
【配慮義務】＋【説明義務※】 

※雇用する派遣労働者から求めがあ
ったとき 

派遣先 

【努力義務】 

派遣先の労働者に関する賃金等の派
遣元への情報提供 

【配慮義務】へ変更 
 
 
【配慮義務】新設 

派遣先の労働者に業務に密接に関連
した教育訓練を実施する場合は、派
遣労働者にも実施する。 
【配慮義務】新設 

派遣労働者に対しても、派遣先の労
働者が利用する福利厚生施設（給食
施設、休憩室、更衣室）の利用機会を
与える。 

ＴＯＰＩＣＳ 

労働関係情報 

●雇用保険 新規加入65歳

以上も可能に（11月26日） 

厚生労働省は、65歳以上で

新たに就職した人に雇用保

険の加入を認める制度改正

案を労働政策審議会の部会

に提出した。2016年度から最

大50日分の失業手当を受け

取ることができる。当面は労

使が払う雇用保険料を免除し、

高齢者が働きやすくするのが

狙い。 

 

●「最低賃金」1,000円目標に

毎年３％引き上げへ（11月25

日） 

安倍首相は、24日の経済財

政諮問会議で、最低賃金を

毎年３％程度増やし、2020年

ごろに全国平均で1,000円に

なることを目指すと述べ、企

業が賃上げを実現できる環

境整備を関係省庁に指示し

た。「1億総活躍社会」実現へ

の緊急対策案に盛り込まれる。 

 

●健康保険証に統一番号 

個人番号カードと一体化に

（11月20日） 

厚生労働省の研究会は、転

職や引越しをしても健康保険

証を変更手続なしに使うこと

のできる統一の被保険者番

号の導入を盛り込んだ報告

書案をまとめた。 

 

●来年６月に採用活動を解

禁 文科相が容認（11月20

日） 

文部科学省は2017年大学卒

業予定者の採用活動解禁時

期を６月とする経団連の方針

を、学業の妨げにならない活

動を行うことなどを条件に受

け入れる意向を示した。 

 

●介護休業給付 67％に引上

げ方針（11月20日） 

厚生労働省は、介護休業給

付の給付率を現在の40％か

ら67％へ引き上げる方針を示

した。来年の通常国会で雇用

保険法の改正を目指すとして

おり、67％に引き上げられれ

ば育児休業給付の給付率と

同じになる。 

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） 

前号に引き続き、改正労働者派遣法の概要について、ご紹介します。 
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派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、 

「段階的かつ体系的な教育訓練」「希望者に対するキャリア・コンサルティング」を実施する義務が
あります。（派遣事業許可要件） 

キャリアアップ措置 

次号では、労働契約申込みみなし制度についてご紹介します。 

キャリア形成支援制度として策定した教育訓練計画 

実効性ある教育訓練の実施 

派遣元事業主は、個々の派遣労働者について適切なキャリアアップ計画を派遣労
働者との相談に基づいて策定し、派遣労働者の意向に沿った実効性ある教育訓練
を実施することが望まれます。 

受講機会の確保（開催日時や時間設定に配慮） 

訓練費用（有給・無償） 

派遣元管理台帳への記載 

派遣元事業主は、雇用する派遣労働者に対して実施した段階的かつ体系的な教育
訓練の日時と内容を、派遣元管理台帳に記載しなければなりません。 

更なる教育訓練の実施 

更なる教育訓練を自主的に実施し、その訓練についての派遣労働者の費用負担を
実費程度にすることで、受講しやすいものとすることが望まれます。 

派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、 
派遣元事業主と派遣先に、それぞれ新たな責務が課されます。 

均衡待遇の推進 

配慮義務 ＞ 努力義務 

「努力義務」とは、義務の履行は当
事者の協力・判断に委ねられ、努力
をしていれば指導・助言・罰則等の
適用対象にはらない。 

「配慮義務」とは、措置・対応を講じ
ていなければ、指導・助言・罰則等
の適用対象になる。 



〔回答〕  

まずは、その従業員が証明して欲しい内容を確認します。その内容によって会社が証明書

発行の義務を負うケースと任意となるケースがあります。 

〔質問〕 

従業員が退職する際に、証明書を発行して欲しいとの依頼がありました。 

どのような事に注意して証明書を渡せばいいのでしょうか？ 
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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 

退職時の証明書 

労働基準法第２２条に、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の
事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。）について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞
なくこれを交付しなければならない。」と定められています。 
 
１．退職の場合とは、自己都合による退職に限らず、解雇や契約期間満了による雇止めも含みます。 
２・ 交付すべき証明書の事項は次のとおりです。 
 ① 使用期間 
 ② 業務の種類 
 ③ その事業における地位 
 ④ 賃金 
 ⑤ 退職の事由（解雇の場合はその理由も含む） 
 よって、上記５項目以外の証明については任意となります。 
３．証明書は従業員が請求した事項のみを証明することになり、請求していない事項を証明書に記載すると違反となります。 
よって、証明書を請求されたときは、どの事項を証明する必要があるのかを本人へ確認してください。 

 
  
 
  

期間の定めのある労働契約（有期労働契約）において雇止めするときも注意点があります。 
 
１． １年を超えて継続雇用している場合又は３回以上契約が更新された有期契約社員は３０日前までに雇止めの予告をする

必要があります。 
２．雇止めの予告後に上記１．に該当する従業員から雇止めの理由について証明書を請求されたときは、遅滞なく交付しなけ

ればなりません。 
３．使用者は、契約を１回以上更新し、１年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は

、契約の実態及びその従業員の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければなりません。 
（以上「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」より） 

  
退職証明書は退職時のトラブルで請求されるケースが多くみられます。請求された証明書を発行しない場合、労働基準監督
署の是正・指導の対象となります。また解雇や雇止めのトラブルでは、その理由を証明することにもなりますので、証明書を発
行する際は十分に中身を吟味してから当該従業員に渡されることをお勧めします。 

◆ 労働基準法に「退職時の証明書」の定めがあります。 

◆ 有期契約社員の雇止め 

社会保険労務士 
森 宏之 



〒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12月・2016年1月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

12月3日(木)～ 
12月9日(水) 

障害者週間 
■参考リンク：内閣府「平成27年度「障害者週間」行事について」 
http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/h27shukan/event.html 

12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 

11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 

12月15日(火)～ 
2016年1月15日(金) 

平成27年度年末年始無災害運動 
■参考リンク：中央労働災害防止協会「平成27年度年末年始無災害運動」 
http://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/youryou.html 

2016年1月4日（月） 
11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」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

1月12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 

12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 

1月20日（水） 
源泉所得税の特例納付（7月から12月分・納付特例届出書提出者） 
■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 

 
[1]賞与支払届の提出 
 賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組
合)へ届け出る必要があります。 
 
[2]マイナンバー制度の運用準備 
 いよいよ来年1月からマイナンバー制度がスタートします。社内でどのようにマイナンバーを回収し、運用していくか
準備をすすめましょう。 

■参考リンク：内閣官房「マイナンバー 社会保障・税番号制度」 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 

 
[3]年末調整 
 そろそろ資料の回収が整い、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。従業員数の多い会
社では、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。 

■参考リンク： 
国税庁「給与所得者の扶養控除等の（異動）申告」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 
 
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 

 
[4]給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成 
 当年分の締めくくりとして、給与所得の支払調書・源泉徴収票など、その合計となる法定調書の提出（1月）に向け、
早めに準備をしましょう。 
 
[5]お歳暮、年賀状の送付 
あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、25日頃までには送付するよう
にしましょう。 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

11月末から急に冷え込んできました。いよいよ冬の到来ですね。 
今年も残すところあとひと月、やり残したことと来年の目標を、と思いきや、
不覚にも風邪をひきかけたのか喉の痛みが。ところが会社のデュアル加
湿器のお陰で治った!?のです。今年2つ同時に購入して頂いたものでい
い仕事してくれます。 
社長、ありがとうございます。と、心も温かくなりました。 
寒い季節は乾燥しやすく風邪をひいたり皮膚のトラブルを引き起こしたり
するようです。みなさま、是非加湿器を！（電気屋さんに頼まれた訳では
ありません）（ﾏ） 

『クリエイティブ人事』 

曽山哲人・金井壽宏／著 2014.7 
光文社新書、760円+税 

本書は、「日本の人事部」が

主催する「HRアワード2015」に

ノミネートされた一冊です。 

共著とはなっていますが、サ

イバーエージェントの人事本部

長（執筆当時）である曽山氏に

よる同社の取組みの話で多くの

紙数が割かれています。 

本書には、「働きがいのある

会社」ランキングの常連である

同社の人事制度が数多く紹介

されています。業界、経営環境、

ビジネスモデルや従業員規模

などが違うからうちには参考に

ならないと思われる方もあるか

もしれません。が、真に学ぶべ

きは人事制度の内容そのもの

よりも、なぜそういう制度や仕掛

けを考え運用しているかという

「考え方」の部分です。著者も

それを強調しています。「人事

は人で業績を上げる部署」だと

いう明確な役割意識のもとに展

開されるその考え方は、どの企

業の人事担当者にとっても大い

に参考になるものと思います。

これぞまさに、「人」Bookです！ 

個人を伸ばす、チームを活かす 


