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企業は「人」です。

Ｄｅｌｉｇｈｔ Ｎｅｗｓ

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ
全ての人がハッピーになるメソッド誕生

承認（認める）【4】 P.1

承認カード発売中！

ストレスチェックの準備はお済みですか？ P.2
労務の泉 等 P.3
総務のお仕事カレンダー 等 P.4

定価 3,000円（税別）

あなたは身近にいる家族や職
場の仲間を認めていますか？
人は生まれながらに承認欲求
をもっています。この承認欲求
を満たすことによって、人は周
りから必要とされていることを
実感し、生きる価値と喜びを感
じます。
少し大げさかもしれませんが、
人は承認なしでは生きていけ
ないのです。

大切な人を認めていますか？
承認でモチベーション・アップ！
前回は「失敗する認め方、ほめ方」について紹介し
ました。今回は「失敗しないための認め方、ほめ方」
についてです。失敗しないとありますが、これは十分 めたりする内容が客観的であることです。
配慮しないと失敗してしまうということになります。

顧客からの評価や感謝の声をフィードバックするこ

相手の成長に応じて認め方、ほめ方を変える

とに加え、第三者がほめていたのを間接的に知ら

●最初は毎回ほめていたのをだんだんとランダムに せるのも効果的です。
したり回数を減らしていくことが望まれます。その方

人前でほめるか、陰でほめるか

私はこの承認のパワーは人々
のやる気を引き出し、生きる価
値と幸せを与えてくれるものと
確信しています。

が行動が定着しやすくなります。また、次のステップ 人前でほめることにもプラスとマイナスがあります。

この度、日本の承認研究の第
一人者、同志社大学政策学部
の太田肇教授の多大なるご支
援をいただき、「承認カード」が
誕生しました。

（ほめる）→部下指導（ほめる）など

ーションを掻き立てるプラスの作用と、逆に周囲の

●最初のうちはやる気や言動、仕事ぶりといった態

嫉妬心に火をつけ、ほめられた者を窮地に追い込

承認カードは、認める視点を
利用者に提供し、誰もが誠実
に相手を「認める」ことができる
カードです。

での実績や築いてきた評価や信頼にスポットを当て ど、それに本人自身が職場集団の中でどのように

の仕事ができたときにほめると効果があります。

【営業の例】：契約締結（ほめる）→アフターサービス には「自分もがんばってほめられたい」というモチベ

度・行動をほめ、次の段階では仕事の成果（業績）を んでしまうマイナスの作用があります。どちらが優勢
ほめるようにします。さらにベテランになれば、これま になるかは、組織の風土や職場の雰囲気、職種な

ます。この段階では、ほめるというより認めるという意 見られているかによります。生産や販売、サービス
識がより重要です。
「斜め上から目線」の認め方、ほめ方

ぜひ、承認カードを活用して
身近な人から認めていってく
ださい。

ほめられた者の承認欲求を満たし、また周囲の者

などの職種、それにパートやアルバイトなどは、日
常の人間関係が大きなウェイトを占めるため、特定

●「斜め上から目線」とは、例えていうと、監督では の者がほめられることは人間関係のバランスに微妙
なくコーチ、親ではなく兄や姉の立場をいいます。監 な影響を与えます。

そして、承認することで、あな
た自身が人から必要とされ、
「ありがとう」といってもらえる人
になってほしいと切に願ってい
ます。

督の前では萎縮してしまう選手もコーチの言うことな

したがって、人前でほめるか、陰でほめるかはプラ

承認でモチベーションを引き
出し、「いい会社」をつくってい
きましょう！

せん。その上で有能感をもたらす認め方、ほめ方が 定です。叱る（至らない点を気づかせ、改善を促

ら聞けますし、親に歯向かう反抗期の子でも兄や姉

スとマイナスの作用を十分考慮した上で行うことが

の忠告には耳を貸します。「斜め上から目線」なら、

必要です。

たとえ感情を込めながらほめても被統制感は与えま

次回は、失敗しない叱り方について、紹介する予

理想です。そのために大切なポイントは、認めたりほ す）も承認のうちです。

労働関係法令等の最近の動き

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報
●定年後再雇用で同業務
「賃下げは違法」 東京地裁（5
月13日）
定年退職後に運送会社に再
雇用されたトラック運転手３人
が、定年前と同業務にもかか
わらず賃金を下げられたのは
違法だとして正社員との賃金
格差の是正を求めていた訴
訟で、東京地裁は、再雇用者
の賃金を引き下げる社内規
定を、労働契約法20条（期間
の定めがあることによる不合
理な労働条件の禁止）に違反
すると判断した。
原告側の代理人によると、再
雇用後の賃金をめぐり労働契
約法違反を認定した判決は
初めてという。

改正労働安全衛生法に基づく
ストレスチェック制度の導入準備はお済みですか？
本紙でも過去にご紹介したとおり、昨年１２月１日に労働安全衛生法が改正施行され、対象となる企業
（事業場）でストレスチェック制度の導入が義務付けられています。

ストレスチェック制度の実施義務となる事業場
「常時 50 人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務があります。
ストレスチェックの対象となる従業員※これを上回る範囲で実施することは差し支えありません
実施義務となる対象者は、一般健康診断（定期）と同様です。
■期間の定めのない契約（正社員等）
■①②のいずれも満たす者
①1年以上使用されることが予定されている者、更新により1年以上使用されている者
②同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上
ストレスチェック制度は、定期的に従業員のストレスの状況について検査（個人分析）を行い、本人にそ
の結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減
させるとともに、検査結果を集団的に分析し※、職場環境の改善につなげる取組となっています。
※集団分析は当面の間、努力義務
ウェルフルジャパン資料より抜粋

昨年12月1日から今年11
月30日までの間に、少なく
とも1回目の個人分析の実
施が求められています。
個人分析後の面接指導
や労働基準監督署への報
告は、平成28年12月1日
以降でもよいとされていま
す。

●介護職員の精神疾患によ
る労災申請が５年で２倍に（5
月8日）
うつ病などの精神疾患を発症
したとして労災を申請した介
護職員が2014年度までの５年
間で２倍以上に増えたことが
わかった。認定された人も３
倍に増加している。集計によ
ると、介護を含む「社会保険・
社会福祉・介護事業」の精神
疾患の労災申請は、2009年
度の66人が、2014年度は業
種別トップの140人に増加。
労災認定も2009年度の10人
から2014年度には32人に増
えた。
●早期再就職に対する「再就
職手当」を増額へ（5月7日）

対象となる企業様でまだ準備をされていない場合、分析業務を外部に委託する予定でしたら、この夏頃ま
でには準備を完了しておいた方が良いでしょう。なぜなら導入準備（ストレスチェック実施内規の整備、衛生
委員会等の調査審議、産業医・外部分析業者との調整等）に１～2ヵ月を所要し、その後の従業員への説明、
質問票の配布・回収・分析・結果通知に1.5～2ヵ月を所要するからです。１１月３０日までに個人分析を終え、
従業員へ結果を通知するためには、逆算すると遅くとも９月中には質問票を配布しておきたいところです。
産業医や顧問社労士等と協議するにあたってのポイントは次のとおりです。
確認・検討事項／回答・検討結果
対象となる 50 人以上の

□ 本社・本店 （合計約

事業場（従業員数）

□
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□

支社店（合計約

人）

人） □

支社店（合計約

人）

□ 全従業員に実施
実施対象者

厚生労働省は、再就職手当
を2017年１月から増額する方
針を示した。具体的には、失
業手当の給付期間を３分の２
以上残している場合、手当の
残存分を合計した７割相当を
一時金のかたちで支給。支
給期間を３分の１以上残して
再就職した場合の手当も失
業手当の合計の６割相当に
引き上げる。いずれも現行よ
り１割の引上げ。若年層を中
心に高止まりしている長期失
業者を減らすのがねらいで、
必要となる約200億円の財源
については今年度当初予算
で手当て済み。

人）

支社店（合計約

□ 法定の実施義務対象者※のみ（約

人）

※ 無期雇用（正社員）、1 年以上の有期雇用で週所定労働時間 3/4 以上
ストレスチェック実施の主管部門
ご担当者
産業医の選任

□ 管理部、総務部、人事部 （

部）

様

※ 主に、弊社との窓口、社内の調整、質問票の配布・回収、面接指導の申出窓口 等
□ 専属産業医（社内） □ 嘱託産業医（契約）
□ 医師
□ 実施代表者になってくれますか？（通常、実施代表者になります）

はい・いいえ・要確認

産業医に依頼する業務

□ ストレスチェック個人結果の署名・押印してくれますか？（通常、弊社・WFJ 提携の医師がします）

はい・いいえ・要確認

（ストレスチェック関連）

□ 高ストレス者で申し出た従業員との面接指導をしてくれますか？

はい・いいえ・要確認

※ 産業医が「面接指導」をしない場合、他の精神科・心療内科等の紹介を依頼を検討等
□ ストレスチェック制度実施規程（内規）を整備されましたか？

はい・これから

□ 安全衛生委員会・衛生委員会で上記の規程を検討（審議）されましたか？

はい・これから

□ 就業規則にストレスチェック実施の旨を規定（条文追加）されましたか？

はい・これから

従業員への周知

□ ストレスチェックの実施について、従業員へ何か説明されていますか？

はい・これから

分析結果等の保存

□ 分析結果、面接指導結果の記録は、どこで保存しましょうか？（弊社が保存することも可能）

集団分析

□ 今回、個人分析（義務）に加えて、集団分析（努力義務）を実施されますか？

規則・規程の整備

ストレスチェック実施時期

平成 28 年 11 月 30 日までに個人分析が求められています。個人分析後の面接指導や労働基準監督
署への報告は、平成 28 年 12 月 1 日以降でもよいとされています。

産業医・社内・弊社
実施・実施しない
月頃 目標

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！

社会保険労務士
矢崎 秀樹

傷病手当金・出産手当金の計算方法

〔質問〕
総務担当者です。今年の4月から、傷病手当金と出産手当金の計算方法が変更された
そうですが、具体的に教えてください。

〔回答〕
傷病手当金と出産手当金を計算する際の標準報酬月額は、これまで「直近月」の標準
報酬月額を使って計算してきましたが、平成28年4月からは、「直近１２ヵ月間の各月の
標準報酬月額の平均額」を使って計算することになりました。

◆ １日あたりの支給額
＜平成28年3月31日まで＞
〔直近の標準報酬月額〕÷30×3分の2
＜平成28年4月1日から＞
〔支給開始日の属する月以前の継続した１２ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額〕÷30×3分の2

◆ 事例
[支給開始日（H28.5.21）以前に１２ヵ月以上の被保険者期間がある場合]
平成27年
月
標準報酬月額
（万円）

平成28年

6月
7月
平成27年

20

20

8月

9月

10月

11月

12月

1月
平成28年

2月

3月

4月

5月

20

24

24

24

24

24

24

24

24

24

①H27年6月～H28年5月（支給開始日以前１２ヵ月間）の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1
（20万円×3＋24万円×9）÷12÷30≒7,666.66・・・ → 7,670円（10円未満四捨五入）
②1日あたりの支給額
7,670円×3分の2≒5,113.33・・・ → 5,113円（1円未満四捨五入）

◆ 支給開始日以前の期間が１２ヵ月に満たない場合
次の2つのうち、少ない方の額で計算されます
ア. 支給開始日の月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ. ２８万円（当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額）

Page 3

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

総務のお仕事カレンダー 2016年6月・7月
6月1日(水)～
7月11日(月)

6月10日(金)

『ハチドリのひとしずく』
いま、私にできること

辻 信一／監修 2005.11.30
光文社、1,143円+税
「人」に関わる本とは言えない

6月30日(木)

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1日(金)～
7月11日(月)

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11日(月)

す。本文自体は一文ごとに改
分おさまってしまう短さです。

7月15日(金)

この物語は南米アンデス地方
の先住民に伝わる話だそうです。
森が火事になり、森の動物た
ちがわれ先にと逃げていく中で、
ハチドリのクリキンディは行ったり
来たりしながら水を一滴ずつ運
んでは火の上に落としています。
それを見た動物たちは「そんな
ことして何になるんだ」と笑いま
す。クリキンディは答えます。
「私は、私にできることをして
いるだけ」
デライトコンサルティングでは、
「誠実」「愚直」「感動」を行動
指針として、日々この３つを意
識しながら活動していますが、
このクリキンディの話はこのうち
の「愚直」を象徴する物語として
心にとめています。

5月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
■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

6月20日(月）

大切なことを教えてくれる１冊と

行してもＡ４用紙１ページに十

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

高卒者の求人票受付開始
■参考リンク：厚生労働省「平成29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/0000115848.htm

かもしれませんが、人にとって
して今月はこの本をお勧めしま

労働保険の年度更新(7月11日まで)
■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/roudo
uhoken21/index.html

8月1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
6月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
■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
高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出
6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
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/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

[1]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。
[2]労働保険の年度更新
7月11日までに労働保険の年度更新手続きが必要となります。スムーズに進むよう段取りを確認しておきましょう。
[3]住民税の改定対応
毎年6月より住民税が改定されます。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、給与計算に備え
ておきましょう。
［4］傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法変更
平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の給付金額が、支給開始される前1年間の報酬を基に計算された金額
に変更されます。
［5］協会けんぽの被扶養者資格の再確認
6月上旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されています。8月1日までに提出することになってい
ますので、早めに確認作業をしておきましょう。
［6］国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請
保険料免除・納付猶予が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで（申請日が1月か
ら6月までの場合は、前年7月から6月まで）の期間を審査し決定されます。ただし、7月に申請する場合に限っては、
前年7月から本年の6月分までの期間（前サイクル分）についても申請することができます。

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
梅雨の季節がやってきました。これから暫く雨の日が続きますね。
梅雨と言えども紫外線は容赦無く降り注ぎます。ご存知の通り、紫外線に過剰に
さらされるのは女性の美容だけではなく、人に有害なので気をつけないといけま
せんね。 電車の中で偶然居合わせた紳士が「人間が浴びる紫外線は60%を眼
から受けるんだよ」と教えて下さいました。そして「サングラスは必須だよ」と。
なるほど実はその紳士は眼鏡屋さんでした。
さて、これから年度更新と算定基礎届と業務が目白押しです。健康管理に気を
つけて気合を入れてココロもカラダも締まって行こう！おーっつ！！（体育会系）
（ま）
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