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企業は「人」です。
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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？

Ⅱ．持ち味カードを使った行動指針づくりの効果
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自分の『持ち味』に気づいていますか？【６】 P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『同一労働同一賃金④』 P.2

労務の泉：『通院で休業、労災の給付は？』 P.3

総務のお仕事カレンダー等 P.4

今号では、持ち味カードを使った「行動指針づ

くり」についてお伝えします。行動指針をつくると

、社員の「個」のちからと「チーム」のちからを最大

限に引き出せる基盤ができます。

以下は、持ち味カードをつかった指針づくりの

流れになります。行動指針というと経営者が作成

するものだと思うかもしれませんが、持ち味カード

を使うと社員がいとも簡単につくることができます

。行動指針づくりの常識を覆すものです。

社員が行動指針を自分たちでつくったという満足

感と自信から、社員同士の連帯感と「いい会社」は

自分たちがつくるという意識が確実に育まれ、社員

の行動の質が向上します。企業経営にとってはと

ても価値があるものです。

次回は、持ち味カードを活用した「採用基準づく

り」について紹介します。

Ⅰ．行動指針づくりの流れ

ワオキツネザル（霊長目キツネザル科）
• 分布：マダガスカル島南部

• 尾に白と黒の輪状の斑紋が入っており、これが
和名の由来となっている

今号の写真
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労働関係情報

●改正派遣法の施行から３年、

厚労省が「申し込みみなし制

度」の周知を強化

平成２７年９月３０日より施行さ

れている改正労働者派遣法に

より、労働者派遣の期間制限

が見直され、施行日以後に締

結された労働者派遣には、業

務にかかわらず、派遣先事業

所単位と派遣労働者個人単位

の期間制限がかかることとなっ

た。

平成２７年の改正によって、同

一の事業所に対し派遣できる

期間は原則３年が限度となり、

これを延長する場合には、延

長の都度、過半数労働組合等

からの意見聴取手続が必要と

なっている。

また、事業所単位の派遣可能

期間を延長した場合であって

も、派遣先の事業所における

同一の組織単位（いわゆる

「課」や「グループ」などを想

定）で３年を超えて同一の労働

者を受け入れることはできなく

なっている。

厚生労働省では、本年９月３０

日で施行から３年を迎えるにあ

たり、同法が定める受け入れ

期間制限ルールについてリー

フレットを作成するなど、再周

知を行うとともに適切な運用を

呼び掛けている。

●約３７％の事業場に違法な

時間外・休日労働が発覚

厚生労働省が平成２９年１１月

に７６３５の事業場を対象として

実施した重点監督結果による

と、全体の３７．３％にあたる２８

４８事業場で違法な時間外・休

日労働があった。

主な業種別の違反率をみると、

教育・研究業が８１．４％で最も

多く、次いで運輸交通業７８．

３％、接客娯楽業７５．０％、製

造業６９．５％、商業６８．９％の

順となっている。

健康障害防止に係る指導状

況としては、監督調査を実施し

た事業場のうち５５０４事業場

に対して、長時間労働を行っ

た労働者に対する医師による

面接指導等の過重労働による

健康障害防止措置を講じるよ

う指導している。過重労働是正

の取り組みは、今後も引き続き

強化される見通し。

労働関係法令等の最近の動き
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「同一労働同一賃金」の法整備の行方と企業の実務対応④」

前号では「同一労働同一賃金ガイドライン案」の概要、基本給の考え方と実務対応のポイントをご紹介し

ました。今号では、賞与・手当の考え方と実務対応のポイントをご紹介します。

■ 項目② 賞与、役職手当、精皆勤手当

• 賞与、役職手当においても同一労働同一賃金の考え方で、自社の正規雇用労働者の賞与・役職手
当の支給要件を満たしている非正規雇用労働者には同一の支給内容を、違いがある場合は違いに
応じた扱いを求めています。

• 例えば、賞与の支給基準を「会社の業績等への貢献度」に応じて支給するとしている場合、正規か非
正規かといった雇用形態の違いだけで支給・不支給が決められている場合は問題となります。

• 役職手当は、一般的に「役職の内容、責任の範囲・重さ」に応じて、部長・課長・係長といった職位ごと
に支給基準を定めますが、非正規が正規と同じ役職に就いた場合や、責任の範囲が正規と同じ場合
は、労働時間に応じて減額することを除いては、原則として同一の役職手当を支給することを求めて
います。

• 精皆勤手当も同様に、正規と業務内容が同一の非正規には同一の精皆勤手当の支給を求めていま
す。

項目 ケース
原則の
考え方

問題とならない例

賞与

会社の業績等
への貢献に応じ
て支給しようとす
る場合

• 同一の場合
は、同一の
支給

• 違いがある
場合は、そ
の相違に応
じた支給

～ガイドラインの原則どおり～
正規Ｘと同一の会社業績への貢献がある非正規Ｙに対し
て、正規Ｘと同一の賞与を支給

～同一の支給基準とすると非正規にとって不利な場合が
有る～
正規の管理職Ｘは、生産効率や品質の目標値に対する
責任を負っており、目標が未達の場合、処遇上のペナル
ティ（降職、降格、それに伴う降給など）を課されている。
一方、正規の一般職Ｙや、非正規Ｚは、生産効率や品質
の目標値の達成の責任を負っておらず、生産効率が低
かったり、品質の目標値が未達の場合にも、処遇上のペ
ナルティを課されていない。
Ｘに対して賞与を支給しているが、ＹやＺに対しては、ペ
ナルティを課していないこととの見合いの範囲内で、支給
していない。

役職手当

役職の内容、責
任の範囲・程度
に対して支給し
ようとする場合

～ガイドラインの原則どおり～
正規Ｘと同一の役職名（例：店長）で役職の内容・責任も
同一である役職に就く非正規Ｙに、同一の役職手当を支
給

～正規との労働時間比率で支給する～
正規Ｘと同一の役職名（例：店長）で役職の内容・責任も
同一である役職に就く非正規Ｙに、
時間比例の役職手当（例えば、労働時間が正規の半分
の非正規には、正規の半分の役職手当）を支給

精皆勤手当 －

～非正規には欠勤によるマイナス査定をしていない～
正規は、欠勤についてマイナス査定・処遇反映（昇給、
賞与等）を行っており、一定の日数以上出勤した場合に
精皆勤手当を支給している。一方、非正規は、欠勤のマ
イナス査定・処遇反映を行っていない場合は、その見合
いの範囲内で、精皆勤手当を支給していない。

【実務対応のポイント】
今後、自社の賞与支給基準を点検する必要がありま
す。単に「会社業績への貢献度」であると、「非正規に
対して労働時間に比例した支給は合理的でない」とさ
れる可能性があります。
したがって、賞与の算定式には、出勤率（正規の所定
労働時間を基礎としたもの）を組み込むことに加え、役
職によって計算方法（係数、ポイント）を変えるのであ
れば、非正規もその計算方法をあてはめることができ
るように、算定式やテーブルの見直し、評価方法の再
検討を行ってください。
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

復帰後に通院で休んだ場合、
労災からの休業補償給付は？

今回の回答者

〔質問〕

仕事中の怪我で１ヵ月ほど入院していた従業員が復帰しました。復帰後も
月２回程度通院するそうですが、通院のために仕事を休んだ場合でも、労
災保険から給付は出るのでしょうか。

〔 回答〕
通院のために休業した場合でも、下記の支給要件をすべて満たせば、
休業補償給付と休業特別支給金を受け取ることができます。

社会保険労務士
須田 恵子

支給要件を満たせば、通院日数分の給付金を受給することができます。

休業補償給付＝(※給付基礎日額の６０％)×通院日数

休業特別支給金＝(※給付基礎日額の２０％)×通院日数

※給付基礎日額とは、１日あたりの平均賃金に相当する額です。業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事

故が発生した日、または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、傷病発生日

の直前の賃金締切日)の直前３ヵ月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金

を除く)を、その期間の暦日数で割った１日当たりの賃金額となります。

従業員が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支

払われる賃金額を控除した額の６０％について支給されます。休業特別支給金についても同様に、その差

額部分の２０％について支給されます。

終日休業した場合

一部休業した場合

～例えば午後(４時間)のみ通院のため休業した場合～
⚫ 月給 ２０万円
⚫ 月所定労働日数 ２０日
⚫ 1日の所定労働時間 ８Ｈ
⚫ 給付基礎日額 ６,５９３円

１日当たりの賃金額は、２０万円÷２０日＝１万円
４時間のみ勤務の場合、支払われる賃金は５,０００円（１万円×４／８）と
なります。（６,５９３円－５,０００円）×８０％（６０％＋２０％）＝１,２７５円
が休業補償給付（特別支給金を含む）として支払われます。

※ただし、一部休業した日に給付基礎日額以上の賃金が
支払われた場合は、休業補償給付の対象となりません。

給付基礎日額
２０万円×３ヵ月÷９１日(３ヵ月の総歴日数)

①業務を原因とする負傷又は疾病のため療養していること
②療養のために働くことができないこと
③労務不能であるため「賃金を受けることができない日」であること
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー 2018年6月・2018年7月
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６月1日(金)
～

７月１０日(火)

労働保険の年度更新
■参考リンク：厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken
21/index.html

６月１１日(月)

一括有期事業開始（建設業）届出
■参考リンク：厚生労働省「労働保険各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

５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」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

7月２日(月)
～

7月10日(火)

社会保険の算定基礎届の提出
■参考リンク：日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

７月２日(月)
５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

７月１０日(火)

一括有期事業開始（建設業）届出
■参考リンク：厚生労働省「労働保険各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

６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」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

７月１７日(火)
高年齢者・障害者雇用状況報告の提出
■参考リンク：厚生労働省：「高年齢者・障害者雇用状況報告の電子申請による提出について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-koyou/index.html

７月３１日(火)
労働者死傷病報告書の提出（休業４日未満の４月から６月まで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/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/

[１] 労働保険の年度更新

７月１０日(火)までに年度更新の手続きを完了する必要があります。スムーズな手続きができるよう、被保険者の確

認、免除対象者の確認等、事前の準備を行いましょう。

■参考リンク：厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

[２] 算定基礎届

７月１日現在使用している被保険者及び70歳以上被用者について、４～６月に支払った賃金を基に標準報酬月額

が決定(定時決定)されます。定時決定の対象とならない被保険者の確認など、事前の準備を行いましょう。

■参考リンク：日本年金機構「算定基礎届の提出」

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

[３] 賞与支払届の提出

賞与を支給した場合には、従業員から社会保険料を徴収し納付する義務があります。支給日より５日以内に所轄

の年金事務所(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることになっています。

■参考リンク：日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

暑い日が続いていますね。ニュースで『真夏日』という言葉を聞くことも増え、５
月病を患う暇もなく夏バテを迎えそうな今日この頃です。先日、あまりの暑さに我
慢できず自宅の窓辺に風鈴を設置しました。単なるコンクリートのアパートでも、
南部鉄器の音色ひとつで何とも言えない風情が生まれ心が安らぎます。もう少し
暑くなったら、豚の蚊取り線香立ても出して夏を満喫しようかと思います。

夏本場はまだ先ですが、体調など崩されませんよう暑さ対策は十分になさって
ください。体のバランスは水分補給で。心のバランスは風鈴と蚊取り線香で。私
なりの暑さとの付き合い方です。皆様もご自分なりの方法で日々を健やかにお過
ごしください。(四)

『日本一働きたい会社
のつくりかた』

羽田 幸広／著 2017.4.7
PHP研究所、1,500円+税

本書の著者は株式会社ＬＩＦＵ

ＬＬ（ライフル）という会社の人事

部長です。「日本一働きたい会

社にしたい」という動機で、これ

までに実際に取り組んでこられ

てきたことをオープンに書き綴ら

れています。同社はこの取組み

の結果、「ベストモチベーション

カンパニーアワード」で第１位を

獲得し、「働きがいのある会社」

のベストカンパニーにも７年連

続で選出されています。

そのことを先日開催された「ＨＲ

カンファレンス」(日本の人事部

主催)の「従業員がイキイキ働く

組織をつくる ～幸福経営学の

前野氏と３人の経営者が語る

～」というセッションに登壇され

たＬＩＦＵＬＬの社長の話から初め

て知りました。

理念を大切にせよとはよく言

われることですが、それを文化

として根づかせ、組織開発を行

い、施策に落とし込んで社員の

モチベーションアップにつなげて

いる会社は少ないと思います。

学ぶ点満載の１冊です。
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