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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！ 

 前回は承認力向上研修を実施した会社を紹介しま

した。研修の後、管理職の方に職場で承認を実践し

てもらいました。職場でどのような変化があったかを

紹介します。 

 

 職場実践の内容は約２ヵ月にわたりました。 

 第１期：８月１７日～９月２３日 

 第２期：１０月１２日～１０月２８日 

 実践内容は管理職２０人に、グループで決めた承

認項目３個と自分で決めた承認項目１個を主に部下

に対して実施してもらいました。 

 報告事項としては第１期、第２期とも次の３つです。 

 ①承認を行ってみて、感じたこと気づいたこと 

 ②承認の相手の反応や変化として気づいたこと 

 ③①と②のまとめとして、今後承認を行う上で留意

したいポイント 

 以下、職場実践の結果を当社管理職Ａさんの事例

で紹介します。第１回目と２回目では、大きな気づき

の変化がありました。 

 

第１回目 

①コミュニケーションが今まで以上に取れたと感じた。 

②声をかけることにより、様々な場面でコミュニケーシ

ョンが多くなった。 

第２回目 

①声かけする事で、コミュニケーションはもちろん、い

ろいろなアドバイスを受け自身の技術ＵＰにもなった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。また、部下後輩を気遣うことで、接しやすくなったよ

うです。反省として、今まで仕事に対して厳しすぎた

のかな？と思う部分もありましたが、厳しさの中に優し

さも必要だと感じました。 

②承認する事により、相手の仕事に対するやる気が

出たのかなと思いました。また、今まで以上に話しか

け易くなったようで、部下後輩からはアドバイスを求め

られ、また上司同僚とは、意見交換が多くなりました。 

③今後は、どのような場面でどのような承認（声かけ）

をするかを重点に置き、相手の立場、相手の性格、

その場の雰囲気を考慮し、承認していこうと思います

。上司・部下かかわらず、常に気遣うことを忘れない

ように気をつけてやっていこうと思います。また部下

に対しては、仕事上で苦戦していれば早めに気づき

、答えではなくアドバイスをする事により、本人も出来

た時の自信に繋がるように思いました。 

 今回はＡさんの事例を紹介しましたが、他の管理職

の方も同様な変化がありました。会社としては大きな

成果です。当社は引き続き管理職が自主的に集まっ

て、承認の相互研鑽をしています。将来がとても楽し

みです。これで承認についての連載は今号で終了し

ます。 

 次回からは持ち味カードがリニューアルしたこともあ

り、人の持ち味活用の大切さについて連載します。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

職場実践の内容 

 管理職Ａさんの事例 
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労働関係情報 

●残業時間の上限規制について

政労使提案が示される（3月17

日） 

政府は「働き方改革実現会議（第

９回）」を開き、「時間外労働の上

限規制等に関する政労使提案」

を示した。残業時間の上限規制

について、原則として月45時間か

つ年360時間、臨時的な特別の

事情がある場合の特例として年

720時間（月平均60時間）などとし、 

違反に対しては罰則を課すとし

た。また、勤務間インターバルに 

ついては努力義務を課すとした。 

 

●今春卒業予定の大卒内定率

が90.6％で最高に（3月17日） 

今春卒業予定の大学生の就職

内定率（２月１日時点）が90.6％ 

（前年同期比2.8ポイント増）となり、

比較可能な2000年以降で最も高

くなったことがわかった（文部科

学省・厚生労働省調べ）。男子は

88.8％（同2.3ポイント増）、女子

は92.8％（同3.5ポイント増）で、

文部科学省は「人手不足と企業

の高い採用意欲」が要因と分析

している。 

 

●正社員と非正規社員の待遇格

差 企業の説明義務化へ（3月17

日） 

政府の「働き方改革実現会議（第

９回）」において、３月中にまと 

める「働き方改革実行計画」の骨

子案が示された。「同一労働同一 

賃金」の実現に向けた関連法の

改正案に、正社員と非正規社員

との待遇格差について、企業が

労働者に対して説明する義務が

課されることなどが盛り込まれた。 

 

●雇用保険法改正案が衆院通

過 年度内に成立見込み（3月16

日） 

雇用保険料の引下げなどを盛り

込んだ雇用保険法改正案が衆

議院本会議で可決された。同法

案には、育児休業期間を最長２

年に延ばす育児・介護休業法改

正案、いわゆるブラック企業の取

締まりを強化する職業安定法改

正案などを含めた一括法案で、

年度内に成立する見込み。 

 

 

労働関係法令等の最近の動き 
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平成29年度の雇用保険料率 

上記の改正法案の内、平成29年度の雇用保険料率につきましては、労働政策審議会の諮問を経て3月31日に厚生労働大臣に答

申され、下記の雇用保険料率が4月1日から適用されます。 

雇用保険法等の一部を改正する法律案（概要） 

1月31日の報道発表資料によると、厚生労働省は、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の国会提出について閣議に付議し、

閣議決定されました。この法律案は、急速な少子高齢化が進展する中で、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、誰もが

安心して活躍できる環境の整備を進めるため、雇用保険の失業等給付の拡充、職業紹介事業等の適正な事業運営を確保するため

の措置の拡充、子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等を行うものです。 
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

休 憩 時 間 

〔質問〕 

従業員から、早く帰りたいので休憩時間を取らずに働き

たいとの申し出がありました。休憩時間無しで働かせる

ことはできるのでしょうか？ 

〔回答〕  

その方の1日の労働時間が6時間以内なら休憩時間無しでも違法にはなりま

せんが、6時間を超えると最低でも45分の休憩時間を取らせる必要がありま

す。 

今回の回答者 

社会保険労務士 
森 宏之 

 労働基準法第34条に、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければ
ならない。」、となっています。 
 
 1日の労働時間が6時間以内であれば、法律上休憩時間無しでも違反にはなりませんが、6時
間を超えれば少なくとも45分、8時間を超えれば少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があり、
仮に従業員から休憩時間は要らないとの申し出があったとしても休憩時間を取らせる必要があり
ます。なお、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとなっているので、仮に1日15
時間の勤務があったとしても1時間の休憩時間を与えれば違反にはなりません。 
  
  
 
 その他休憩時間を定めるときに注意すべき事項は次のとおりです。 
①労働時間の途中に与えなければならない。 
②労働から離れることが保障されている。 
   お昼の電話当番は食事ができても、その場から離れることができないなら休憩時間ではなく、
労働時間となります。 

③商業・運輸交通業・接客娯楽業等一部業種を除いて、一斉に与えなければならない。 
   適用除外の業種で一斉付与の適用から外れるには、労使協定を締結する必要があります。 
④休憩時間は原則自由にさせなければならない。 
   会社内の規律保持上、必要最低限の制限を加えることはできますが、労働者の自由利用が原
則となります。 

◆ 1日6時間を超える勤務には休憩時間を取らせる必要があります。 
 

◆その他注意すべき事項  



〒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 2017年4月・5月 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

4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 

3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 

4月17日(月) 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 

5月1日（月) 

4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」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

労働者死傷病報告書の提出（休業4日未満の1月～3月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 

最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告・安全衛生教育実施結果報告 

5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 

4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 

5月15日(月) 

障害者雇用納付金の申告期限 
■参考リンク：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「申告・申請期限、納付期限
及び支給時期について」 
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html 

5月31日(水) 
4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」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

[1]雇用保険料率 

平成29年度の雇用保険料率は以下の引き下げとなる予定です。 

 ※平成29年3月25日時点において国会で審議中。 

                   保険料率   事業主負担率 被保険者負担率 

一般の事業            1000分の 9   1000分の 6   1000分の 3 

農林水産・清酒製造の事業    1000分の11  1000分の 7   1000分の 4 

建設の事業             1000分の12   1000分の 8  1000分の 4 

 

[2]国民年金保険料の引き上げ 

平成29年4月より国民年金保険料が引き上げられ、月額16,490円となります。 

 

[3]在職老齢年金の支給停止基準額の引き下げ 

平成29年4月より60歳台前半の支給停止調整変更額と、60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額が47万円から46

万円に改定されます。 

 

[4]健康保険料率および介護保険料率の変更 

平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分（4月納付分）からの適用となります。 

 

[5]労使合意に基づく社会保険の短時間労働者に対する適用拡大 

短時間労働者について労使の合意に基づき健康保険・厚生年金保険の適用対象とすることができます。 

 

［6］年次有給休暇の付与（4月1日付けで一斉付与の場合） 

4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

 昼は暖かく朝晩はまだ少し寒く感じる今日この頃。寒暖差があり温度調節が
難しく体調を崩されてる方もいるかもしれません。3月の中頃、まだまだ寒いなと

思いながら会社近くの歩道を歩いていると、桜の木をふと見たところ桜の花が
開花していてもう春だなと感じました。春と言えば卒業式や入学式、色々な行事
があります。 

私の息子も4月から保育園に入園します。新しい環境での生活が始まり、集団

生活に慣れるまで大変かと思いますが、いっぱい友達をつくって毎日楽しく保育
園に通ってくれるといいなと思います。（八） 

『もしアドラーが上司だったら』 

小倉 広／著  2017.3.13 
プレジデント社、1,200円+税 

「フロイトやユングとも並び称さ

れる心理学の巨人でありながら、

日本での知名度は低い」と言わ

れた、アルフレッド・アドラーです

が、ここ数年『嫌われる勇気』や

本書の著者の前作『アルフレッ

ド・アドラー人生に革命が起きる

100の言葉』などのアドラー本

がブームの様相を呈しており、

今ではむしろ日本で最も知名

度が高いかもしれません(笑)。 

とはいえ、「アドラー心理学」を

きちんと理解するのは容易では

ありません。本書はキーとなる

「勇気」と「共同体感覚」という２

つの概念について各々６章ずつ

書かれた“小説”です。 

この中で主人公の上司の“ドラ

さん”がわかりやすくアドラー心

理学を教えてくれます。小説と

いっても１つの物語ではなく12

個のケースが並んでいるような

形式です。途中ほろっとさせら

れつつ、読みながら自然とビジ

ネスの現場での実践に活かせ

るアドラー心理学が学べます。 

“もしアド”、お勧めです！ 


