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定価 3,000円（税別） 

 

あなたは自分の『持ち味』に 
気づいていますか！？ 

自分にとって納得のいく人生
を築くためには、いかに「自分
の持ち味を活かすか」が大切
です。それは特別に何か新し
いものを付け加えることではな
く、今の自分をフルに活かすと
いうことです。他人と比べる必
要もありません。 

そのように人生を送ることがで
きれば、誰もが幸せな人生を獲
得でき、社会に貢献することが
できます。 

ところが多くの人々は自分自
身の「持ち味」に気づいていな
いか、活かしきれていないよう
です。 

弊社では、ビジネスパーソン
に自身の「持ち味」を自覚し、
活かしてもらうことは、自分らし
くイキイキ働く拠り所となり、ひ
いては組織の成長発展や社会
全体の活性化に大変意義のあ
ることと考えました。 

このような観点から「持ち味カ
ード」を開発し、「持ち味」の奥
深さ・素晴らしさの普及に努め
ております。 

ぜひ、「持ち味カード」を活用
して、あなたらしい輝く人生を
獲得してください。 

また、経営者におかれまして
は、社員の持ち味を活かした「
持ち味経営」の実践を通じて、
笑顔あふれる生産性の高い会
社にしていただきたいと願って
おります。 

  
 
 

持ち味カードリニューアル発売中！ 

自分の持ち味に気づいていますか？ 

あなたは自分の『持ち味』に 
気づいていますか？ 

 今号から持ち味の活かし方、磨き方について紹介

します。まずは自分と他人の持ち味を知ることの意

味について考えてみましょう。 

 

 私は持ち味は全ての人に備わっていると断言しま

す。しかし、自分の持ち味に気がついている人はご

くわずかです。多くの人は自ら他人と比べたり、他人

から比べられたりして、本当の自分の良さを見失って

しまっているようです。自分の持ち味を知り発揮する

ことができたなら、人間としての成長と仕事のチャン

スは限りなく広がります。また、持ち味を発揮している

ときは、自分らしくイキイキ働くことができ、長期的に

自分らしいキャリアを歩むことができます。 

 

 みなさんは、他人の持ち味に気づき、その持ち味

を認めたり、ほめたりしたことはありますか？もっとみ

なさんが、他人の持ち味を認めたり、ほめたり、お互

いに活用したなら、次のようなことが起こります。 

①人間関係が良好になり、信頼関係が築ける！ 

②お互いの持ち味を組み合わせ、協力しあって大き 

な成果を出すことができる！ 

③他人の潜在能力を開花させることができる！ 

④活気に満ち溢れたいい職場にすることができる！ 

このように個々の社員の持ち味を活かした組織づく

りができれば、社員も会社も幸せになることができま

すね。 

 

 

 

 

 「持ち味を活かす、磨く」とは、持ち味を自覚し、

繰り返し行動して発揮することで経験値を高め、“自

分らしさ（特徴、個性）”を育んでいくことです。下図

は、持ち味の発揮プロセスを概念化したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち味は、行動によって顕在化し、経験値の向上

をもたらし、結果としての成果につながります。また

、持ち味は単独で発揮される場合のほか、他の持

ち味と結びついて発揮される場合があります。 

次回からは、持ち味カードを使った持ち味の活か

し方、磨き方について紹介していきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

自分の持ち味を知る意味とは？ 

他人の持ち味を知る意味とは？ 

 持ち味を活かす、磨く 
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労働関係情報 
●「ストレスチェック」義務化後

の実施率は83％（7月26日） 

厚生労働省が「ストレスチェッ

ク制度」の実施状況を初めて

公表し、実施率が82.9％にとど

まっていることがわかった。実

施したうえで部署ごとの分析ま

で行ったのは64.9％で、医師

による面接指導まで行ってい

た事業所は32.7％だった。同

省は面接指導が必要なのに受

けていない従業員も多いとみ

ており、未実施の事業所に指

導を行う方針。 

●最低賃金 過去最大の上げ

幅と並ぶ25円引上げへ（7月

27日） 

厚生労働省の諮問機関である

中央最低賃金審議会の小委

員会は、2017年度の地域別最

低賃金（時給）の目安額を全

国平均で25円引き上げ、848

円とすることを決定した。政府

が目標とする３％の引上げ率と

なる。都道府県別では22～26

円を目安とし、上げ幅は現行

の方式となって以降最大だっ

た2016年度と並んだ。 

●健保組合の4分の１が財政

悪化で解散危機に（7月15日） 

健康保険組合連合会がまとめ

た内部試算で、2025年までに

大企業の健康保険組合の４分

の１が財政悪化で解散の危機

に追い込まれるという見込み

が明らかになった。負担となっ

ているのは、65歳以上の高齢

者医療費を補填するための

「支援金」の急増で、試算では

25年度に保険料率が協会け

んぽを上回る組合は約1,400

ある組合のうち380に上る。こ

のラインを越えた組合は協会

けんぽに移ったほうが料率が

下がるため、解散の引き金に

なりやすいという。 

●「マタハラ」で労働局が是正

指導 ３カ月で840事業所（6月

22日） 

厚生労働省は、改正男女雇用

機会均等法の施行により企業

のマタハラ対策が義務化され

た今年１月から３カ月の間に、

全国の労働局が840事業所に

対しマタハラ対策が不十分だ

として是正指導を行ったと発

表した。内容は、マタハラを行

った従業員への対処方針が不

明確であったり、相談窓口が

設けられていなかったりなど 

労働関係法令等の最近の動き 
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平成２９年１月２０日付 労働時間適正把握ガイドライン 
～労基署の調査ポイントと実務対応～ 

平成29年1月20日付にて厚生労働省から、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

に関するガイドライン」が発表されました。この通達は、「ヨンロク通達」（労働時間の適正な把握のために

使用者が講ずべき措置に関する基準について平成13年4月6日基発339号）と呼ばれていたものの改定版

です。今回の新ガイドラインは、近年の労働基準法違反の事件を反映して具体化された部分があります。 

例えば、電通事件で労働時間の過少申告がされていた点を受けて、「自己申告により把握した労働時

間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間

の補正をすること」など。 

今回具体化された部分は、労働基準監督署の調査で特に重点的にチェックされやすい部分ですから、

今回の新ガイドラインを熟読して、自社の労働時間管理のしくみ・運用を点検しておくことが望まれます。 

労働基準監督署の調査の際に、監督官からの質問に対して曖昧な回答しかできなかった場合は、疑義

有りとされ、指導票や是正勧告書が交付されやすくなってしまいますので注意が必要です。 

以下、新ガイドライン（抜粋）と実務対応（考え方）をご紹介します。 

【労働時間の自己申告制に関連する部分①】 
自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態
調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している
場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間と
の間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 

【解説、実務対応の考え方】 
過去、パソコンのログデータによって労働時間を推定した判例「ＰＥ＆ＨＲ事件」がありました。 
近年、労基署の調査でパソコンやグループウェアのログイン・ログアウトの時刻を調べるケースが増えて
おります。このログと労働時間の記録との間にギャップが有る場合、労働時間が記録されていない残業時
間として推定される可能性があります。特に、このギャップが30分以上ある日が多い場合、「疑義有り」とさ
れ、指導が行われるケースが多いようです。場合によっては残業代不払として、過去分の精算が必要にな
るリスクがあります。 
（残業時間の削減と併せて）業務終了後にログが残るような作業をしないように周知する必要があります。 

【労働時間の自己申告制に関連する部分②】 
自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者
が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労
働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。 
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場
の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、
当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。 
さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定（いわゆる36協定）により延
長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて
労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や
労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。 

【解説、実務対応の考え方】 
①と同様に、これまでの違反事例を踏まえて、労基署が重点的にチェックする点が明らかです。 
固定残業代は、固定分を超過した残業が有った場合は、超過分を別途支給することが必要です。会社と
しては固定残業代制度に「ここまでが残業の許容範囲である。これ以上残業をしないように」というメッセー
ジを込めるわけですが、これが結果的に、超過した残業時間の申告をしづらい暗黙のルール（圧力）が存
在する場合には、“超過分を別途支給していない”として指導が行われる可能性があります。 
続いて、36協定違反の指導が強化されていることを背景に、会社が従業員に対して、協定の限度時間内
に抑えるように指示をした結果、実際には限度時間を超えているにも関わらず、従業員が限度時間内の
過少申告をするケースです。 
会社と従業員との間の暗黙のルールで行われてきた手法は、もはや通用しない時代になってきました。 
経営・事業の継続に支障をきたすことの無いよう、根本的な問題解決（労働時間の実態の適正化）に本格
的に取り組む必要性が高まっています。 
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

残業代（割増賃金）の計算方法は？ 

〔質問〕 月給25万円（基本給20万、家族手当1万円、住宅手当2万、通勤手当

2万円）の従業員の残業代はどのように計算しますか？ 

〔回答〕 次の3つのSTEPで計算をします！ 

② 割増賃金の計算の基礎となる時間単価（割増賃金単価）を計算する。 

時間外労働、休日労働、深夜労働の時間を適切に把握する 

割増賃金の計算の基礎となる時間単価（割増賃金単価）を計算する 

① 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数を適切に把握する。 

③ 時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当を計算する。 

時間外手当等の適切な支払いのためには、労働時間の適切な管理、把握が必要です。 
 

 ＜月給制の場合＞ 
割増賃金単価 ＝ 月額賃金※ ÷ 1年間における1ヵ月平均所定労働時間 

月給25万円 （基本給20万円、家族手当1万円、住宅手当2万円、通勤手当2万円）、 
年所定労働時間1920時間の場合 
＜計算例＞ 割増賃金単価 ＝ 20万円 ÷ 1920時間/12ヵ月 ＝ 1,250円 
 

※割増賃金単価の基礎（上記の月額賃金）から、次の手当は除外されます。 
①家族手当（家族数等に応じて支給） ②通勤手当（交通費・距離等に応じて支給） 
③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当（家賃等に応じて支給） ⑥臨時に支払わ
れた賃金 ⑦1ヵ月を超えるごとに支払われる賃金 
 

時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当を計算する 

時間外労働手当 
休日労働手当 
深夜労働手当 

割増賃金 
単価 

1.25（時間外） 
1.35（法定休日） 
0.25（深夜） 

時間外労働 時間数 
休日労働 時間数 
深夜労働 時間数 

時間外労働時間数が10時間の場合 
＜計算例＞ 時間外労働手当15,625円 ＝ 1,250円 × 1.25 × 10時間 
  

特定社会保険労務士 
土方 聡子 

今回の回答者 



〒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

8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 

7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 

8月31日(木) 
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」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html 

9月11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 

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(土) 

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30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/0000148337.html 

10月2日（月） 
8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]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]年金受給に必要な資格期間の短縮 

 これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格

期間が原則として25年以上必要でしたが、今月からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができ

るようになります。 

■参考リンク：日本年金機構：「必要な資格期間が25年から10年に短縮されます」 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html 

 

[4]厚生年金保険の保険料率の改定 

 平成29年9月分（10月納付分）から厚生年金保険料率が変更になり、0.118％引き上げられて18.3％となります。変

更後の保険料は平成29年9月分（10月納付分）から平成30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。 

 

[5]社会保険料 定時決定結果の反映（平成29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適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納付は、9月分（10月末納付分）からです。※従業員の給与から控除する社

会保険料の変更タイミング（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。 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

『上司の９割は 
   部下の成長に無関心』 

前川孝雄／著 2015.10.30， 
PHP研究所，850円+税 

本書のタイトルや帯の言葉

「忙しすぎて部下を育てる余裕

なんてない…」を見て、ドキッと

される管理職の方は少なくない

のではないでしょうか？でも、大

丈夫です。ドキッと思われる方

はまだ部下育成の必要性を感

じられている証拠だと思います。 

このコーナーではよく上司にま

つわる書籍をご紹介しています。

それは、組織づくりにおいては、

現場の管理職の思考や行動如

何による影響があまりにも大き

いと考えるためです。ひどい上

司のもとでは部下が救われない

だけでなく、会社の成長も望む

べくもありません。 

本書の著者と直接お会いした

ことがありますが、同様の問題

意識を持たれ、「上司力」向上

によって「人が育つ現場」を取り

戻そうと、とても真摯に取り組ま

れています。タイトルにドキッとさ

れたみなさんには、きっと現場

での部下育成に関する多くのヒ

ントが得られることと思います。 

最近、本当に暑い日々が、続いていますね。 
皆様は夏バテで体調を崩されてはいないでしょうか？私は、今年の夏の暑さに
は、かなり参っております。私たちの仕事は、６月～７月にかけて、忙しい時期で
もあります。私は、仕事の忙しさと相まって、資格試験の勉強で夜更かしをしてし
まい、どうしても疲れがたまりがちになります。そのような時、私は少しでも体が
だるいなと感じたら、早めに寝てしまうようにしています。たっぷり寝て起きた翌
朝は、目覚めもスッキリです。暑さや仕事で疲れ気味の体には、やはり睡眠が一
番効果があると実感しています。疲れている時は、ゆっくりお風呂に入って、たっ
ぷり睡眠をとり、時々お肉を食べるのが一番の疲労回復方法ですね。(ス) 


