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隔月発行 

 

弊社書籍 発売中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上司の人事労務管理力 

部下との信頼関係を築くために 

大切なこと 

中央経済社 定価：1、680（税込） 

近藤圭伸 [著] 

 

 

本の趣旨は、「上司が基本的
な人事労務管理の知識をもち、
部下を観察、傾聴、承認、対
話することによって信頼関係を
築き、元気でいい会社を作りま
しょう」というものです。 
題名はとても固いのですが、
中身はソフトで柔らかく書きまし
た。2時間くらいで読めるのでは
ないかと思います。本来の読者
ターゲットは管理職を中心とし
たビジネスマンですが、中小企
業の経営者様にも読んでもらえ
たらうれしく思います。 
ぜひ書店などで手に取って頂
けたら幸いです。 
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いい会社をつくろう!! 

①みんなで力を合わせて、 

“いい会社”をつくりましょう！！ 
代表取締役 

近藤圭伸 

 

いい会社には人それぞれの捉え方がありますが、 

弊社では中小企業と長年接してきた経験から、

次のように定義いたしました。 

「ブレない経営の軸を持ち、社員との信頼関係を

築きながら、人と社会を幸せにする経営を実践す

ることによって、いつまでも存在し続ける会社」 

いい会社にゴールはありません。この定義にある

ようにいい会社を目指して、経営者と社員が切磋

琢磨している会社が「いい会社」です。 

 よく、「利益が出ている会社」「社員の定着がい

い会社」「市場シェアや知名度が高い会社」などが

「いい会社」といわれますが、それらはあくまで結

果に過ぎません。 

 

会社は継続してはじめて、人と社会にその価値

を提供でき、継続することによって、社員（家族を

含む）や顧客、仕入先や外注先などの取引先、お

よび株主を幸せにできます。 

 

 

 

 

 

 

「いい会社」づくりの実践によって、会社は末永く

継続することが可能となります。「いい会社」をつく

る真の目的は「継続する会社」をつくることです。そ

の目的を達成するための手段が「いい会社」づくり

です。ちなみに、中小企業庁の調査によれば、会

社の生存率は10年後で約70％、20年後で約50％

です。また、別の調査では、創業5年で残っている

企業は15％、10年で10％、30年で2％、50年で

0.7％、100 年で0.3％というデータもあります。継続

の難しさを物語っています。 

長いようで短い人生。 

人はより自分らしく生きた証として、他人や社会

から認められることを強く望みます。「いい会社」を

みんなでつくる過程において、一人ひとりが認めら

れ、また、認め合う場面をたくさんつくることができ

ます。 

これから、私と一緒に「いい会社」づくりの旅に出

ましょう。次回はいい会社づくりの全体像について

ご紹介します。 

 

 

 

 

1．いい会社とは 

2．なぜ、「いい会社」を目指すのか？ 
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ＴＯＰＩＣＳ 
労働関係情報 

●中退共の予定利回りを
据置き（3月12日） 
厚生労働省は、中小企業退

職金共済（中退共）制度につ

いて、加入者に約束する予定

利回りを据え置く方針を決定

した。円高修正や株高の影

響により2012年４月から2013

年２月末までの運用益が約

2,000億円に上ったためで、

2012年度末時点で積立不足

が解消される可能性が高

まってきた。 

 

●雇用保険 料率変更なし 
 平成25年度の雇用保険料

率は平成24年度と同様となり、

以下のとおりとなります。 

(1)一般の事業：保険料率 1000

分の13.5 

（事業主負担率 1000分の 8.5 

被保険者負担率 1000分の5） 

(2)農林水産・清酒製造の事業：

保険料率1000分の15.5 

（事業主負担率 1000分の9.5 

被保険者負担率 1000分の6） 

(3)建設の事業：保険料率1000分

の16.5 

（事業主負担率 1000分の10.5 

被保険者負担率 1000分の6） 

 

参考リンク：厚生労働省「平

成25年度の雇用保険料率に

ついて」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya

/koyou/dl/hokenryoritsu_h25

.pdf 

 

●健康保険・介護保険・児
童手当拠出金 料率変更
なし（協会けんぽ） 
平成24年度と同様となり、据

え置きです。 

 

参考リンク：協会けんぽ「平

成25年度の協会けんぽの保

険料率は据置きとなりました 

http://www.kyoukaikenpo.or.j

p/g3/cat330/sb3130/h25/h2

5  

「高年齢者の雇用の安定等に関する法律の一部

を改正する法律」が平成２４年８月２９日に成立し、

平成２５年４月１日から施行されました。今号では、

皆様から多く頂いたご質問をQ＆A方式で説明致し

ます。 

 

 

今回の法改正では、６０歳以降も雇用の継続を従

業員が希望すれば、６５歳まで雇用を継続する制度

を導入する義務であり、個々の従業員の雇用義務

ではありません。次の３つの内のいずれかを実施す

る義務となります。 

①定年の引き上げ 

②継続雇用制度の導入 

③定年の定めの廃止 

例えば、心身の故障のため業務に堪えられないと

認められるときや、勤務状況が著しく不良であるとき

等、就業規則等に定める解雇や退職の事由（年齢

に係るものを除く）に該当したときは雇用を継続しな

いことができます。また平成３７年３月までの経過措

置として、老齢厚生年金の支給開始年齢に達した

方を対象に、労使協定による基準を定め継続雇用

制度の対象者を限定することも認められています。 

 

 

 

今回の法改正は、６５歳までの雇用の確保であり、

６０歳以降も同じ労働条件で雇い続ける義務ではあ

りません。例えば、正社員として勤務してきた従業員

を６０歳以降はパートタイマーやアルバイトとして雇

い続けることも可能です。また１年毎に雇用契約を

更新する形態の有期雇用も可能です。 

最低賃金を下回る等法律に違反する内容でない

限り、労働時間、賃金、待遇等は事業主と従業員の

間で決めることができます。 

有期雇用契約を採用するときの注意点ですが、 

①６５歳を下回る上限年齢が設定されていないこと 

②６５歳までは、原則として契約が更新されること（た

だし、能力など年齢以外を理由として契約を更新し

ないことは認められます。）が挙げられます。 

 

 

 

今回の法改正は、継続雇用制度の導入を義務付

けるものであり、定年退職者の希望する労働条件で

の雇用継続を義務付けている訳ではありません。事

業主が合理的な裁量の範囲内で条件を提示してい

れば、労働者との間で労働条件等の合意が得られ

ず、結果として継続雇用を拒否したとしても、法違反

とはなりません。 

 

 

 

 

今回の法改正は、継続雇用制度の導入を義務付

けるものです。よってワークシェアリングの内容が事

業主の合理的な裁量の範囲内であれば、問題はあ

りません。 

 

 

経過措置を採用するのに一番注意すべき点は、

平成２５年３月３１日までに継続雇用制度の対象者

を限定する基準を定める労使協定を締結しなけれ

ばいけないことです。 

次に注意すべき点は、女性の老齢厚生年金の支

給開始年齢は男性に比べ５年遅れですが、経過措

置の対象年齢は男性の支給開始年齢の引上げスケ

ジュールに合わせています。これは男女別の定年を

定めることや継続雇用制度を男性のみとする等、労

働者が女性であることを理由として男性と異なる取

扱いをすることは、男女雇用機会均等法に違反する

ためです。よって経過措置の対象年齢は男女同一

となっています。 

最後に労使協定に定める基準ですが、具体的か

つ客観的な基準が望ましいとされています。例えば、

「会社が必要と認める者」とか「上司の推薦がある

者」などは、従業員が６０歳以降も雇用を継続される

か判断ができませんので、このような基準は不適切

となります。また「組合活動に従事していない者」や

「男性（女性）に限る」など、他の法律違反となる基準

も当然ですが不適切なものと判断されます。 

よくある質問 
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」について 

Q１．従業員が希望すれば、６０歳以降も全員を雇用し
なければいけませんか？ 

   

Q3. 本人との話し合いで労働条件の合意が得られず、
継続雇用を拒否したときは違反となるのでしょう
か？  

 

Q2. ６０歳以降も継続して雇用するとは、正社員として
６５歳まで雇用を維持しないといけないということで
しょうか？   

 

Q4. 全ての定年退職者をフル勤務で雇用を継続する
ことは困難なため、ワークシェアリングとして、週３
日勤務を提案しようと思うが、このような制度でも
雇用確保措置として認められるのでしょうか？ 

 

Q5. 経過措置の採用を考えていますが、注意しない
といけない点は何でしょうか？ 
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新 入 社 員 の 健 康 診 断 

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

〔質問〕 

4月に新入社員が入ります。新入社員に対して健康診断をしなければならないと聞いたので

すが、どのような健康診断が必要なのでしょうか。また、健康診断実施後に何かやるべきこと

はあるのでしょうか。 

〔回答〕 

新入社員が入ったときは、「雇入れ時健康診断」を実施する必要があります。雇入れの

直前もしくは直後速やかに実施してください。また、健康診断実施後は、結果を記録してお

く必要があります。 

 雇い入れ時の健康診断実施後は、健康診断結果を健康診断個人

票（様式第5号）に記録し、5年間保存しなければなりません。 

◆雇入れ時健康診断の受診項目 

  

◆ 健康診断実施後は記録を作成 

《雇入れ時の健康診断実施項目》 

 ①既往歴及び業務歴の調査   ②自覚症状及び他覚賞状の有無の検査 
 ③身長・体重・腹囲・視力および聴力   ④胸部エックス線検査   ⑤血圧の測定   ⑥貧血検査 
 ⑦肝機能検査   ⑧血中脂質検査   ⑨血糖検査   ⑩尿検査   ⑪心電図検査 

※上記の受診項目について、新入社員が過去3ヶ月以内に上記項目について医師による健康診断を受診して 
  いて、その結果を証明する書面を提出をした場合は、証明した項目を省略することができます。 

様式第5号 ※労働局ＨＰよりダウンロード可 

◆ 医師等からの意見聴取 

 健康診断実施後、異常の所見があると診断された場合には、その

社員の健康を保持するために必要な措置について医師等に意見を

聴かなければなりません。これをせずに放置した結果、その社員の健

康状態が悪化した場合、会社の責任が問われてしまうリスクが生じま

すので注意が必要です。 

◆ 健康診断結果は遅滞なく社員に通知  

 健康診断結果が届いたら、会社は遅滞なく社員にその結果を通知

しなければなりません。その際、前述の意思からの意見聴取の際に

保健指導を勧めれた場合などは、労使共に健康の保持に努めていく

必要があります。 

人事労務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
鈴木 久江 

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 : info@delight-c.com 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

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 

皆様はもうお花見に行かれたでしょうか？ 
我が家は、自宅近くの「山崎川」へ行きました。東海地区では、五条
川（岩倉市）に次いで、お花見の人気スポットです。 
また桜の花が咲き誇る期間（約10日間）、夜間にライトアップされる
夜桜も人気があります。ライトアップされた夜桜は、水面に映った桜と
相まって、とても幻想的で美しく、デートにもぴったり！ 
お近くへお越しの際は、山崎川へぜひ足を延ばしてください。（ヒ） 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

総務のお仕事カレンダー 2013年4月・5月 

4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 

源泉所得税・住民税特別徴収分の納付（3月分） 
参考リンク：国税庁「源泉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15日(月) 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 

4月30日(火) 

3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/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

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 

■労働者名簿の調製 
新年度にあたり、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入
社した者については新たに作成します。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存し
ておくことになっています。 
そろそろ昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきたいものです。 
 
■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す。 

5月10日(金) 

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 

源泉所得税・住民税特別徴収分の納付（4月分） 
参考リンク：国税庁「源泉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(水) 

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/employer/koyounoufu/term.html 

5月31日(金) 
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」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

■賞与決定までの準備 
来月賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報
を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。 
 
■住民税の改定対応 
来月より住民税が改定されます。今月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計
算ソフトのマスター（住民税の額）を変更しておきましょう。 

『リーダーシップ３．０』 

小杉 俊哉／著  2013.2.10 
祥伝社新書，820円+税 

リーダーシップのあり方は時代

とともに変わっていく…。本書の

タイトルはその変遷を踏まえて

付けられています。 

「中央集権的な権力者」の

リーダーシップ1.0→「同じ権力

者でも分権を指向」した1.1→

「調整者」の1.5→「変革者」の

2.0。そして現在は「支援者」の

リーダーシップ3.0の時代。 

3.0に求められる役割は、環

境変化著しい世の中にあって、

「一人ひとりのメンバーと向き合

い、動機づけ、主体性を持って

自律的に働くよう支援すること」

としています。10年以上前から

「自律した個人」にこだわってこ

られた著者らしい捉え方ですが、

今ほどそれが求められている時

代はないとのこと。 

本書は、3.0について、理論と

企業実例（資生堂、ホンダ、ス

ターバックス等）を交えて、その

要諦をわかりやすく伝えてくれ

ています。圧巻は、700年以上

もの間、3.0を実践しているとい

う永平寺の実例です。 

 


