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定価 3,000円（税別） 

 

あなたは身近にいる家族や職
場の仲間を認めていますか？ 
 
人は生まれながらに承認欲求
をもっています。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、生きる価値と喜びを感
じます。 
 
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ものと
確信しています。 
 
この度、日本の承認研究の第
一人者、同志社大学政策学部
の太田肇教授の多大なるご支
援をいただき、「承認カード」が
誕生しました。 
 
承認カードは、認める視点を
利用者に提供し、誰もが誠実
に相手を「認める」ことができる
カードです。 
 
ぜひ、承認カードを活用して
身近な人から認めていってく
ださい。 
 
そして、承認することで、あな
た自身が人から必要とされ、
「ありがとう」といってもらえる人
になってほしいと切に願ってい
ます。 
 
承認でモチベーションを引き
出し、「いい会社」をつくってい
きましょう！ 

承認カード発売中！ 

全ての人がハッピーになるメソッド誕生 

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！ 

 今回は言葉によらない承認の仕方をいくつか紹介 

します。管理職や職場リーダーが行う承認の中には

次のように言葉がけによらないものがあります。 

 

・後輩に指導・助言すると、相手（後輩）から感謝され

頼られることから、それによって承認欲求が満たされ

ます。 

 

・仕事のプロセスの公開します。（例えば、ライブ中

継、職場見学の受入れをするなど） 

・誰のアイデア・貢献かを伝えます。 

・個人の成果が特定できないときはプロジェクトの参

加者名を公表します。 

 

・チラシ、ポップ、HP、製品（担当者名を製品に記載

して出荷）、名札など部下の名前を出して、部下を売

り出します。 

注）機会は公平にする。 

 

次のような時にプチ表彰を行います。 

・職場において同僚や先輩・後輩に対して喜ばれた

とき 

・顧客や取引先から感謝されたとき 

・社員として模範となる行動をしたとき 

注）特定の人に偏らないように色々な賞を設ける 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

・仕事の習熟度や経験に応じて、バッジや制服の色

などを変え、ステップアップのシンボルとします。 

 

・仕事を離れて飲んだりスポーツを楽しんだりする中

でこそ、一人ひとりの性格や個性、特技などが認め

られます。一緒に飲んだり旅行に行ったりすることで

、相手の気持ちや家庭の事情が理解できます。 

 

                                        

・個室やブースより大部屋のオフィスにします（日常

の承認にプラス） 

・大部屋の中で自分の好きな席に行って仕事をする

フリーアドレスにします。 

・大部屋と個室のよいところをとった、低い衝立で仕

切られた六角形か八角形の蜂の巣型オフィスにしま

す。 

 

 

 

 

  

 

 

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 研修や勉強会の講師、後輩指導の機会を与える 

飲み会やレクリエーションを行う 
 

 ステップを用意する 
 

 一人ひとりの貢献を見える化する 

 部下を売り出す＝名前を出す 

職場独自のプチ表彰を行う（小さなことでよい） 

オフィスのレイアウトを変え、承認がされやす

い環境をつくる（例） 

家族を招いたイベントを行うなど、家族に尊敬され
る手助けをする 
 

・社員が会社で活躍している様子やその社員なり

に努力し、誠実に勤めている姿を家族に見せます。 

 次回はまとめとして、承認研修を実施した会社の

具体的な事例とその会社の変化についてお伝えし

ます。 
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労働関係情報 

●配偶者控除上限150万円 18

年１月にも実施（11月24日） 

政府・与党は、所得税の配偶者

控除の見直しについて、年収103

万円以下から年収150万円以下

に拡大する方向で最終調整に入

った。2018年1月にも実施する方

針。今後は、世帯主の年収にど

のような年収制限を設けるかが焦

点となる。 

 

●介護職員処遇改善加算の対

象を昇給制度導入事業所に限定

へ（11月11日） 

厚生労働省は、介護職員の処遇

改善加算について、勤続年数や

資格に応じて昇給する仕組みを

設けた事業所に限定して月１万

円程度引き上げる方針を固めた。

勤続年数や資格、実技試験の結

果などを考慮して具体的に仕組

みを設けることを条件とする。

2017年度より実施する方針で、全

国にある事業所のうち７割程度が

対象となる見通し。 

 

●マタハラ防止措置講じない求

人は受理せず 厚労省方針（11月

6日） 

厚生労働省は、マタニティ・ハラ

スメント（マタハラ）について法律

で義務付けられる防止措置を講

じなかった企業の求人をハローワ

ークで受理しないように制度を改

める方針を示した。同省の調査

により法違反が見つかれば是正

勧告を行い、それにも従わずに

企業名が公表されれば求人を受

理しないこととする。関連する政

令を改正し、来年１月から施行す

る考え。 

 

●定年後再雇用の賃下げ「適

法」長澤運輸事件控訴審判決

（11月2日） 

定年前と再雇用後の業務内容が

同じであるにもかかわらず賃金を

下げられたのは違法であるとして、

定年前と同じ賃金を支払うようド

ライバーが勤務先の運送会社に

求めていた訴訟（長澤運輸事件）

の控訴審判決で、東京高裁は

「定年後に賃金が引き下げられる

ことは社会的に受け入れられて

おり、一定の合理性がある」と判

断。「会社側には賃下げをする特

段の事情がなく、労働契約法20

条違反にあたる」とした一審の東

京地裁判決を取り消した。判決を

受け、原告側は上告する方針。 

労働関係法令等の最近の動き 
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「育児・介護休業法」 「男女雇用機会均等法」が改正されます 

平成29年1月1日より、改正育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法が施行されます。 

今回の改正は、93日の介護休業を3分割で取得できること、介護休暇の半日単位での取得が可能になること、妊娠・出産・育児介護

休業等取得者に対するハラスメント防止措置が義務付けられること等、幅広い内容となっております。 

法改正に伴い、育児・介護休業規程の改訂が必要です。（紙面の都合上、詳細は割愛させて頂きます） 

なお、厚生労働省・労働局のホームページから、規程ひな形をダウンロードできますが、弊社においても法改正対応のひな形をご用

意しております。随時、各担当者から情報提供、ご相談対応をいたします。 

 育児・介護休業規程及び就業規則の改訂が必要です！ 

現行の『不利益取扱い禁止』に追加して、上司・同僚などによる、『マタハラ・パタハラ・ケアハラ』の防止措置（就業規則等の懲戒規

定、相談窓口設置等）が事業主に義務づけられました。 

 

 ハラスメント防止措置を事業主に義務づけ 



Page 3 

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 

文書の保存期間（労働基準法・安全衛生法等） 

〔質問〕 
労務管理の書類はどの位の期間、保存が必要ですか？ 
法的な保存期間を教えてください。 

〔回答〕  
 会社が保管しなくてはいけない書類はたくさんありますが、労働基準法や安全衛生法等
で定められている書類と保存期間は以下の表になります。 

◆ ＜労働基準法関係＞ 

特定社会保険労務士 
土方 聡子 

◆ ＜安全衛生法等＞ 

  内 容 起算点 
保存 
期間 根 拠 

1  健康診断個人票 

作成日 

5年 
 安衛法66条の3、安衛則51条 

2 
 長時間労働に対する医師による面談指導の 
 結果の記録 

 安衛法66条の8第3項 
 安衛則52条の6 

3 
 じん肺健康診断記録 
 じん肺健康診断に係るエックス線写真 

7年  じん肺法17条 

4  電離放射線健康診断個人票 30年  電離放射線障害防止規則57条 

5  石綿健康診断個人票 
当該事業所で常時当該業務

に従事しなくなった日 
40年  石綿障害予防規則41条 

1：各法律で様々な書類の保存期間が定められていますが、特に労働基準法で定められた書類を3年間保存 
  しなかった場合には、罰則がありますので、会社としてはきちんと保存体制を整える必要があります。 
2：法定の保存期間が経過したからといってすぐに廃棄するのは、危険です！（マイナンバー書類は除く）。 
  従業員に関する書類など、後から必要になる場合もあります。特に退職金請求権の消滅時効は5年と、 
  労働基準法の保存期間3年よりも長いので、事実確認や紛争解決のために少なくとも5年間は保存しておく 
  ことが望ましいです。 

◆ ＜ポイント＞ 

  内 容 起算点 
保存 
期間 根 拠 

1  労働者名簿 労働者の死亡日・退職日・解雇日 

3年 
労働基準法 

109条 

2  賃金台帳 （国税通則法では7年保存） 最後の記入をした日 
3  雇入れ、退職（解雇を含む）に関する書類 労働者の死亡日・退職日 
4  災害補償に関する書類 災害補償を終わった日 

5 

 その他労働関係の重要な書類 

その完結の日 

  ①出勤簿、タイムカード 

  ②始業・終業時刻等の労働時間の記録・報告書 

  ③残業命令書・残業報告書 

  ④労働基準法に基づく労使協定 

  ⑤労働基準法に基づく各種許認可書 



〒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 : info1999@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 2016年12月・2017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(土) 
～ 

12月9日(金) 

障害者週間 
■参考リンク：内閣府「平成28年度「障害者週間」行事について」 
http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/h28shukan/event.html 

12月12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 

11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 

2017年 
1月4日(水) 

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 

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(金) 
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月31日(水) 

12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/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3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10月から12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 

税務署へ法定調書（源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表）の提出 
■参考リンク：国税庁「法定調書関係」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 

市区町村への給与支払報告書の提出 
■参考リンク：国税庁「平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の
手引」 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2016/index.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]年末調整 

 そろそろ資料を回収し、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。今回からは法人番号や

個人番号の記載も必要になってきます。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。 

[3]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。 

[4]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 

『人事評価はもういらない』 
成果主義人事の限界 

松丘 啓司／著  2016.10.27 
ファーストプレス、1,500円+税 

本書は、「人事評価をやめて

社員の報酬はこう決める」という

実務的な解説を意図したもの

ではありません。より大局的な

見地から、企業人事の潮流に

ついてリアルにまとめています。 

既に、アメリカの名だたる企業

や日本でもカルビーが年次評

価を廃止し、新たな取組みを始

めています。この潮流は一時的

な流行ではなく、いま大きな転

換点にあると著者は見ています。 

では、どこに向かっているのか。 

従来の評価で外発的な動機

づけを優先されていたところか

ら、内発的な動機づけを重視

する方向に180度転換し、多様

なメンバーの強みを最大限に

引き出す「ピープルマネジメン

ト」を軸として、ヒト中心経営に

舵を切ることだとしています。 

ピープルマネジメントに関わる

「個人の尊重」、「強みの発揮」、

「仕事への承認」など14の視点

を提示した上で、個の力を引き

出すマネジャーの対話力が成

否の決め手だとしています。 

今年も残すところあと1ヶ月となりました。まだまだやり残した事がいっぱいあり

ます。駆け足で今年中に片付けてしまおうと思いつつ、今年ほど健康について
考えた年はありませんでした。健康な時はついつい無理をしてしまいます。ちょ
っと無理しても大丈夫と休息を疎かにすると・・・必ず後からやって来ます。健康
な時にこそ休息を取って蓄えておく。それこそが特効薬だと思います。疲れたら
ひと休み。皆さんの大切な人もきっとそう願ってると思います。とは言え、迎える
師走は知らず知らずのうちに頑張ってしまいますね・・・。美味しいものを沢山食
べて、笑顔で新しい年を迎えられますように！（間） 


