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企業は「人」です。

Ｄｅｌｉｇｈｔ Ｎｅｗｓ

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ
いい会社をつくろう!!【第9回】 P.1
労働法の改正情報、今後の改正予定 P.2
労務の泉（労務Ｑ＆Ａ） 等 P.3
総務のお仕事カレンダー 等 P.4

いい会社カード 発売中！

いい会社をつくろう!!
④「いい会社づくり」のプロセス（前半）
前号までにおいて、「いい会社」を構成するA～G
の７つの基本要素（下図参照）それぞれについて
定価3,500（税別）

いい会社は、経営者と社員が
「人と社会を幸せにしたい」と
いう思いを共有し、他社と比べ
たり真似たりすることなく、自
分たちで考え、自分たちに合
ったやり方で切磋琢磨してい
ます。
とはいえ、「いい会社」づくりと
いっても漠然としています。イ
メージだけでは何も進展しま
せん。デライトコンサルティン
グでは「いい会社」づくりのた
めの具体的な実践項目を見え
る化し、中小企業の皆様にご
提供させていただくこととしま
した。
このカードを使って、会社の発
展ステージや業種・業態、会
社を取り巻く経営環境と経営
資源を鑑み、優先順位をつけ
て一つひとつ取り組んでいた
だけたらと思います。
このカードを媒介にして、楽し
みながら、みんなで力を合わ
せて「いい会社」をつくり、末永
く継続できる会社にしていただ
きたいと切に願っております。

ご紹介してきました。今号から２回にわたり「いい会
社づくり」のプロセスについてお伝えします。

次は、Cの「社員の成長重視」です。AとBが先行
しますが、根底に社員を大切にする気持ち、すな
わち「会社の成長は社員の成長なしではありえな
い」という考え方を持ち、実際に会社としての取り
組みをすることが大切です。この考え方と会社の
取り組みがないと、社員は安心して仕事をすること
ができません。Cが弱い会社では、優秀な社員か
ら会社を去って行ってしまします。また、Cが満たさ
れなければ、そのうえの「D→E→F→G」というふう
には進むことができません。進めないどころか、社

「いい会社づくり」のプロセス（前半）

長が元気なうちは社長の能力の範囲でなんとか経

「いい会社づくり」には順序というものがあります。

営を継続できますが、短期間で消滅する可能性が

まず、最初にしなければならないのが、A「ブレな

大きくなります。

い経営の軸（特に経営理念の共有」）を持つことで

Cがクリアできれば、D「当たり前のことの継続」が

す。経営の軸がなければその先へは進めません。

できる組織にしていきます。あたり前のことはなか

単に目先のお金儲けになってしまい、長続きはし

なか継続していくことは難しいものです。また、継

ないでしょう。

続してできるようになるまでには時間がかかります。

しかしながら、経営の軸（立派な考え）があっても

しかし、この当たり前のことができる組織は組織の

世の中はそう甘くはありません。同時にB「独自の

基礎体力がそもそも高いといえます。人間の身体

事業展開」をはかっていく必要があります。要は自

に例えると、少しの事では風邪をひきませんし、こ

社固有の差別化されたビジネスモデルの構築で

こぞというときに力を発揮できます。

す。この２つは「いい会社」の屋台骨となります。こ
の２本の屋台骨はすぐに太く長くすることはできま
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代表取締役 近藤圭伸

せんが、時間をかけて育てていきます。

あたり前のことができるようになってきた段階で、
「いい会社」の風土（土壌）が形成され始めます。
次回は、「いい会社づくり」のプロセス後半（下）
についてお伝えします。

労働関係法令等の最近の動き

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報

平成26年度 労働法の改正情報、今後の改正予定（まとめ）
「社会保障・税制一体改革」の第一弾として実施された消費増税の増収分は、子育て支援、医療・介護
サービス提供体制改革、医療・介護保険制度の改革、年金制度の改善、基礎年金国庫負担割合の1/2へ
の恒久的引上げ等、全て社会保障の財源に向けられます。
また、非正規労働者の近年の増加など、雇用形態の多様化、労働人口の確保に向けて、様々な法改正
案が出ています。
政府は、デフレ脱却へ向け、経済の好循環を起動させるために、経済界へ賃金引上げを要請しました。
このように雇用を取り巻く環境が引き続き変化している中で、総務人事担当者の方々に知って頂きたい
改正情報（予定を含め）をあらためて整理してご紹介します。

●2014年度の最低賃金は全
国平均で16円上げ（7月30
日）
中央最低賃金審議会（厚生
労働大臣の諮問機関）は、
2014年度の最低賃金を全国
平均で780円（前年度比16円
増）とすることを決定した。引
平成26年改正情報（施行済み）
上げ幅は前年度を１円上回り
４年ぶりの大きさとなった。今 1. 各種保険料率等の変更
(1) 平成26 年度雇用保険料率据え置き（平成25年度と同じ）
後、各都道府県の最低賃金
(2) 平成26 年度の労働保険料一般拠出金0.05/1000 → 0.02/1000 へ引下げ
審議会が地域ごとの最低賃
(3) 平成26 年度の介護保険料率（全国一律）1.55％→1.72％へ引上げ 協会けんぽ保険料率は据え置き
金を決定し、10月から適用さ
(4) 厚生年金保険は、平成26 年9 月分からは17.120％ → 17.474％へ引上げ
れる見通し。
●建設業の外国人労働者に
日本人並みの給与支給を義
務化へ（7月25日）
政府は、人手不足が問題と
なっている建設業において、
来年度から技能実習制度に
よる受入れを拡大する外国
人労働者にも、同じ技能を有
する日本人と同等以上の給
与を支払うことを受入れ企業
に義務付ける方針を明らか
にした。同水準であるかどう
かを確認する体制づくりを今
後検討するとしている。
●８月から失業手当の上限
引下げへ（7月16日）
厚生労働省は、雇用保険の
基本手当の上限額を８月か
ら最大で0.3％（25円）引き下
げることを発表した。平成25
年度の平均給与額が平成24
年度より約0.2％下がったた
めによるもの。
〔関連リンク〕
雇用保険の基本手当日額の
変更 ８月１日（金）から実施
http://www.mhlw.go.jp/stf/h
oudou/0000051226.html

※ 現物給与に係る価格（食事）が一部改正（平成26 年4 月1 日適用）。算定基礎届や月額変更時に注意
（5） 年金支給額0.7％引下げと、2年前納制度（口座振替に限る）の創設
2. 産前産後休業中の社会保険（厚生年金保険・健康保険・介護保険）の保険料免除開始（平成26年4月）
(1) 産前産後休業期間中の保険料免除
(2) 産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
(3) 産前産後休業を開始した時の標準報酬月額特例措置の終了
3. おもな年金関係の改正（平成26年4月1日施行）
(1) 遺族基礎年金の父子家庭への支給
(2) 未支給年金の請求権者の遺族範囲を3親等以内に拡大
(3) 国民年金任意加入被保険者期間の保険料未納期間の合算対象期間への算入
4. 雇用保険法の一部改正（平成26年度施行）
(1) 育児休業給付の充実（育児休業給付の休業開始前賃金50％⇒67％へ） 平成26年４月１日施行
(2) 教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設
平成26年10月１日施行
(3) その他（就職促進手当の拡充・基本手当支給の暫定措置延長）
平成26年４月１日施行
5. 男女雇用機会均等法施行規則の改正（平26年7月1日施行）
(1) 間接差別となり得る措置範囲の見直し
(2) 性別による差別事例の追加
(3) セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底
(4) コース等別雇用管理についての指針の制定

今後注目される法改正予定（安衛、有期、パート） ※ 詳細は本紙次号にてご紹介します。

労働安全衛生法の改正（ストレスチェック制度の創設：平成27年12月までに施行される予定）
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（スト
レスチェック）を実施することが事業者の義務となります。
※ 労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務
2. 有期雇用労働者等に関する無期転換ルールの特例等について（平成27年4月1日施行予定）
昨年4月、労働契約法第１８条において、同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新し通算5
年を超えた場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できることとなりましたが、例外として
下記①②が特例対象となります。
① 一定期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する
有期契約労働者
●厚生年金未加入の中小企
② 定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主
業約80万社を指導へ 政府方
に引続いて雇用される高齢者
針（7月4日）
3. パートタイム労働法の改正（平成27年4月1日施行予定）
政府は来年度から、厚生年
（1） 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
金保険に未加入の中小零細
（2） 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
企業など約80万社（事業所）
（3） パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
を特定し、加入させる方針を
（4） パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
明らかにした。国税庁が持つ
4. 短時間労働者の厚生年金適用基準の拡大（平成28年10月施行予定） ※ 従業員501人以上の企業
企業の納税情報から未加入
企業を割り出し、日本年金機
構が加入を促す。これに応じ
ない場合には法的措置によ
り強制的に加入させる考え。
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上記の他、労働者派遣法の改正案（派遣労働者の受け入れ期間上限を撤廃する）は、野党の反発、条文
の不備等により廃案となっていますが、今後、今回の内容に沿って見直しの議論が継続される見込みです。
詳細は、本紙次号にてご紹介する予定です。
個別のご相談につきましては弊社担当にお問い合わせください。

今回の回答者

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

労災にもかかわらず誤って健康保険で病院を受診してしまった場合の手続き

社会保険労務士
矢崎 秀樹

〔質問〕 従業員が足を痛そうに歩いていたので事情を訊いてみると、数日前に２階休憩室
から１階の事務所に向かう途中、階段を踏み外した。その時は痛みが少なかったので、そ
のまま仕事を続けた。翌朝痛みがひどくなってきたので整形外科を受診した。自分の不注
意だから会社に報告せず保険証を使ってしまったとの事。どうしたらいいでしょうか？
〔回答〕 労災保険のことを知らなかったり、自分の不注意だから会社に気兼ねして、健康
保険証を使ってしまうことがあります。しかし、後で労災であったことが分かると、いったん、
医療費の全額を自己負担した上で、労災保険に請求する等、面倒なことになることがあり
ます。まず、整形外科に労災に切り替えてもらえるか相談してみてください。手順は下図を
ご参照ください。

☆労災保険様式第５号、様式第７号は、
業務上の負傷等の場合に使用する書式です。

☆労災保険様式第１６号３、様式第１６号の５は、
通勤途上の負傷等の場合に使用する書式です。

＜厚生労働省ＨＰより＞
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お勧め

総務のお仕事カレンダー 2014年 8月・9月

「人」Ｂｏｏｋ
8月11日(月)

9月1日（月）

9月10日(水)

のの、ただ“参加”しているだけ
の社員。 例えば、目標管理。
上司から設定するように言われ
て、目標を立ててはみるものの、
普段は目の前の仕事に追われ
て目標達成に無関心な社員。
逆に、達成度がボーナスに影
響するため、ひたすら目標達成
に邁進し、目標以外のことには
無関心な社員。 MBO（目標管
理）は、本来「Management by
Objectives and Self-Control」
の略ですが、Self-Control（自
律統制）をどこかに置き忘れて
きてしまったような運用を多くの
会社で見掛けます。
「やらされ」ではない、自主性
や自律性はどうすれば生まれる
のか？ヒントは「内発的動機づ
け」にあります。その動機づけ理
論の生みの親が書いた本書は、

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

9月16日（火）

9月30日（火）

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」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

でよく登場する言葉です。
ように指示されて受講はするも

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」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

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27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/0000040630.html

「やらされ感」―― 人事分野
例えば、研修。会社から受ける

源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付（7月分）
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

源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付（8月分）
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

『人を伸ばす力』
エドワード･L･デシ／著、リチャード・
フラスト／著、桜井茂男／監訳
1999.6.15、新曜社、2,400円+税

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

[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]8月1日より変更される雇用保険の基本手当日額等
8月1日より基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引き下げられました。
・最高額：受給資格に係る離職の日における年齢に応じ以下のとおり
60歳以上65歳未満：6,723円→6,709円
45歳以上60歳未満：7,830円→7,805円
30歳以上45歳未満：7,115円→7,100円
30歳未満：6,405円→6,390円
・最低額
1,848円→1,840円
【参考リンク】 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051226.html
[4]平成26年9月分（10月納付分）から厚生年金保険の保険料率が改定
今月分から厚生年金保険料が変更になり、17.120％ → 17.474％となります。変更後の保険料は「平成26年9月分
（10月納付分）から適用されますので、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26年9月より）
7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することに
なります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分（10月末納付）からです。※従業員の給与からの社会
保険料控除を行うタイミング（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。
[6]内定式の準備
日本経済団体連合会の倫理憲章に基づき、新卒者の正式な採用内定を10月1日とし、当日に内定式を予定され
ている企業も多いことでしょう。よって9月の早い時点で当日のスケジュールを検討し、内定者に通知を行うことが求
められます。遠方から参加する学生については、宿の手配も必要になり、内定通知書の授与を行う場合はその準備、
研修を行う場合は講師への依頼や資料の準備などがあります。是非とも、この内定式を交流の図れる機会としたい
ものです。

間違いなく出色の書です。

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
毎朝、セミの鳴き声で目が覚め、猛暑日が続き本格的に「夏が来
た！！」と感じる今日この頃ですが、子供たちも夏休みに入りみんな
真っ黒に日焼けをしていてとても健康的です。大人の女性は紫外線
防止に必死ですが・・・(笑)
夏は楽しい行事がいっぱいあります。家族旅行、夏祭り、お盆、海水
浴など大忙しです！体調を万全に備え夏を満喫したいですね。（ヤ）

社労士法人

株式会社
〒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

