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企業は「人」です。
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新刊書籍 発売中！

人事労務管理力の知識
⑧健康管理
第８回は「健康管理」に関する知識です。
1. 部下の健康を把握するポイントは必ず押さえる
近年、国は企業に対して労働者に対する安全配

○服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする
代表取締役
近藤圭伸
上司は「いつもと違う部下の様子」に気づいたら
経営者や総務人事につなぐ役割と責任があります。

慮義務を、より一層求めるようになりました。労働契 2. 過重労働の目安時間を知る
約法第５条（労働者への安全の配慮）には、次のよう 長時間労働をさせると、脳・心臓疾患の発症の関
に明記されています。

連性が強いとする医学的見解が出されています。

上司の人事労務管理力

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、このような見解から厚生労働省では、労災として認

部下との信頼関係を築くために

身体等の安全を確保しつつ労働することができるよ 定する基準の１つとして、過重労働の目安時間を明

大切なこと
中央経済社 定価：1,680（税込）
近藤圭伸 [著]

う、必要な配慮をするものとする。」

確にしました。１ヵ月４５時間を超える長時間労働は、

労働契約法の条文の中には「使用者」とありますが、脳・心臓疾患を引き起こす可能性が徐々に強まり、
労災事故やうつ病など心の病は職場で起こっている １ヵ月１００時間、または２～６ヵ月の平均で８０時間を

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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ことから、この法律は上司に課せられた安全への配 超える長時間労働を行った場合は、非常に発症の
慮義務と思ってもらった方がよいと思います。

可能性が高くなるというものです。

部下の健康を把握するポイントは、上司がいつもと したがって、上司は１ヵ月に４５時間を超える残業
違う部下の様子を見逃さないことにあります。

が病気を引き起こす可能性を高くし、同時に病気が

【いつもと違う部下の様子】
発症した場合には、労災認定される可能も高くなると
○「眠れない」「イライラする」と口にする
いうことを認識する必要があります。
○「～できません」「どうせ私は～」とマイナス思考の
すでに述べましたが、上司は部下に対して安全配
言葉を口にする
○愚痴が多くなる
慮義務を負っています。長時間労働によって、部下
○遅刻、早退、欠勤が増える
にもしものことがないようにしなければなりません。
○休みの連絡がない（無断欠勤がある）
○残業、休日出勤が急に増える
最後に、健康管理の意義は、従業員が笑顔で自
○仕事の能率が悪くなる。思考力・判断力が落ちる
分らしく働くことができ、最大限に能力を発揮してもら
○業務の結果がなかなか出てこない
○報告・連絡・相談が滞る。職場での会話がなくなる うために行うものです。その結果、会社の生産性の
○表情や動作に元気がない
向上、売上・利益の向上に必ずつながるものとなりま
○不自然な言動が目立つ
○ミスや事故が目立つ
す。

今回の回答者

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報
労務に関する質問・相談にズバリお答えします！
●「勤労者 心の電話相
談」相談件数が過去最多
（9月18日）
独立行政法人労働者健康福
祉機構は、2011年度におけ
る「勤労者心の相談室」への
相談件数が２万9,209件（前
年度比1,391件増）で過去最
多を更新したと発表した。同
機構では、雇用環境の悪化と
震災の影響による失業で、将
来に不安を覚える人が増加し
たことが要因とみている。

●今年度の最低賃金
全国平均で12円増
（9月10日）
厚生労働省が2012年度にお
ける都道府県ごとの最低賃金
をとりまとめ、全国平均は749
円（前年度比12円増）となっ
たことがわかった。新賃金は
９月30日から順次適用される。
なお、最低賃金が生活保護
の受給額を下回る「逆転現
象」については、北海道、宮城、
東京、神奈川、大阪、広島
の６都道府県で残った。
〔関連リンク〕
平成24年度地域別最低賃
金額改定の答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r9852000002iwpc
.html

●改正労働契約法が成立
（8月3日）
改正労働契約法が、参院本
会議で民主、自民、公明３党
などの賛成多数で可決・成立
した。契約社員やパートが同じ
職場で５年を超えて働いた場
合、希望に応じて無期限の雇
用へ切替えを企業に義務付
けることなどが柱で、非正規労
働者の雇用の安定を図るのが
ねらい。改正法は2013年４月
に施行の見通し。
〔関連リンク〕
労働契約法の一部を改正
する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topi
cs/bukyoku/soumu/houritu/
dl/180-31.pdf
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非常時払

社会保険労務士
森 宏之

〔質問〕
従業員から、「家族が病気で入院したためお金が必要です。給料の前
借りができませんか？」と相談されました。大変なときなので、できる限り
協力はしたいと思っていますが、どのように対応すればいいでしょうか？

〔回答〕
従業員の収入によって生計を維持する者が疾病にかかり、従業員から
その費用に充てるために請求があったときは、既に働いた分の賃金を支
払わなければなりません。

◆ 非常時に請求があれば給料日前でも支払いを！
労働基準法第２５条に、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令
で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前で
あっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」となっています。
また則第9条（非常時払）では、
『法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけ
た場合
二 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以
上にわたって帰郷する場合』
となっています。
本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持
する者なら親族のほか同居人であっても差支えありま
せん。なお親族であっても独立の生計を営む者は含ま
れません。

◆支払う必要があるのは、既往の労働分
非常時に労働者が支払期日前の支払いを請求することができ、使用者がこれに応じな
ければならない賃金は、既往の労働に対する賃金です。月給で賃金を支払う契約の場合
は、日割計算して支払います。また、締切日前には計算が困難なときは緊急を要すること
から、使用者が善意に概算した金額を支払っても良いと解されています。請求があった場
合、何時までに支払うかは法律に定められていませんが、非常時払の性質上、遅滞なく支
払わなければならないものと解されています。
なお、使用者の善意により将来の分を含む賃金を前渡しとして支払うことは一向に構い
ません。

平成２４年１０月１日より労働者派遣法改正法が施行されました。

でらうまっ！
炭焼き 飛切り頑固 高岳店

派遣労働者を保護する目的で改正された労働者派遣法（改正労働者派遣法）が10月1日から施行さ
れます。改正により新たに派遣会社・派遣先に新たに課される主な事項は以下のとおりです。
1. 事業規制の強化
（１） 日雇派遣（日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止
（適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な
場合等は例外）
（２） グループ企業内派遣の８割規制
（３） 離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
2. 派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
（１） 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力
義務化
（２） 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
（３） 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージン率）などの
情報公開を義務化
（４） 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
（５） 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元および派遣先における派遣労働者の新たな就業の機
会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

名古屋市東区泉2-22-7
052-936-5255
18:00～23:00(Last Order)
定休日：土曜

弊社から徒歩１分の高岳に
ある焼き鳥屋さんです。
備長炭で焼いた香ばしい焼
き鳥は、歯応えのある股関節
の軟骨、鳥とネギのはさみ、自
家製つくね・・・。それらを飛騨
の純米酒でいただくと、辛口の
お酒がかしわの味をさらに引
き立てる。高山みそがベース
の鳥鍋もおすすめ（グルメぴあ
より）焼き鳥に目が無い弊社メ
ンバーも、「おいしい！おいし
い！」と大絶賛。食材の仕入
れの関係で、３人以上のグ
ループで行く場合は、予約し
た方が良いようです。

お勧め
3. 違法派遣に対する迅速・的確な対処
（１） 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす。
施行日は、平成２７年１０月１日
（２） 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

「人」Ｂｏｏｋ

■ 労働者派遣法改正（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

事務所を移転しました！
現場力の教科書
遠藤 功／著 2012.9.20
（光文社新書、税込¥777円）

さて、この度、１０月１日
より事務所を下記に移転いた
しました。たった２つ、隣の
ビルに移動です。
引越作業はメンバー全員参
加で行いました。
ここだけの話、今までより
も広くなりましたが賃料は安
くなりました！
ぜひお立ち寄りください。

たくさんのお花を頂きました☆

夢のワンフロア化でひろびろ～♪

ミーティングルームは最大8人！
電子レンジはとりあえずデス。

“現場”とは、工事現場や工
場だけではなく、凡そ人が働く
すべての職場を指します。
会社の競争力の源泉、その
強さを生み出す大元は現場に
こそあります。その現場の持つ
力や本質について、「現場」や
「見える化」の第一人者である
遠藤氏が、講義形式でやさし
い語り口ながら熱く語ってくれ
ているのが本書です。具体的
な企業実例も豊富です。
「見える化」が失敗している
企業は相当な数に上るとあり
ます。単に「見える化」すれば
いいというものではない、という
ことです。そんな内容も含め、
現場力＝組織能力を高めて
いくために、何をどう考え、そこ
にどう人を巻き込んで行くべき
か、そのヒントを提供してくれま
す。凄い新書が出ました！
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〈主催〉デライトコンサルティング

上司の「人事労務管理力」の発揮が
元気のある「いい会社」をつくる！
近年、会社においては人と人との信頼関係や絆が影をひそめ、人事労務に関するトラブルが多発
しています。このような状況を改善、打破するためには、職場をあずかる上司が人事労務管理の
「知識」を備え、職場で「観察力」「傾聴力」「承認力」「対話力」を発揮することが必要です。
本セミナーでは、これら「知識」と「４つの実践力」を合わせて、上司の人事労務管理力としてい
ます。上司が人事労務管理力を発揮することで、人事労務トラブルは格段に減少し、元気でいい会
社をつくることができます。

Ｄｅｌｉｇｈｔ

v 開催日時

平成24年10月26日（水） 18：30～20：30

v 講 師

デライトコンサルティング株式会社 代表取締役 近藤 圭伸

v セミナー内容

Ｍｏｖｅｍｅｎｔ

1. 腹心に裏切られた社長－会社の危機と見事な復活－

弊社では人事・労務・人材
育成等に関するセミナー・
研修の企画・実施も行って
おります。

2. 職場における信頼関係とは何か
3. ダメ上司と言われないための人事労務管理の基本知識
4. ４つの実践力（「観察力」「傾聴力」「承認力」「対話力」）が職場を救う！
5. 人事労務管理力は人事労務トラブルを減らし、会社の業績を必ずあげる

v 対象者

経営者、経営幹部、管理職

v会 場

デライトコンサルティング会議室 （参加者多数のとき会場変更）
愛知県名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル5F
地下鉄桜通線「高岳」駅1番出口より徒歩2分

v 参加費用

無料（お一人様に一冊、書籍を進呈いたします）

v 申込・問い合わせ

デライトコンサルティング TEL 052-937-5615
またはinfo@delight-c.com まで

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
丸の内から現在の高岳に事務所を移転してから、はや６年。「キャリアブ
レーン」から「デライトコンサルティング」へ社名変更した時期でした。
これまでは、社労士法人と株式会社とで３階と４階の別フロアでしたが、新
事務所は、メンバー念願のワンフロアです。開放感があり、気分爽快です。
狭いながらもミーティングルームも併設されておりますので、お客様が来社
されてのミーティングがこれまでよりも快適になりました。
ぜひお立ち寄りください。（ヒ）

社労士法人

株式会社
〒461-0001
名古屋市東区泉2-26-4高岳パレットビル
TEL 052-937-5615 FAX 052-937-5620
URL : http://www.delight-c.com/
E-mail : info@delight-c.com

