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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！） 

年の瀬以降、寒い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょ

うか？寒い今冬に私がやりたいこと、それは「コタツでゴロゴロしながら休

日を過ごす」ことです。コタツがなくても家でゴロゴロしていますが、何だか

物足りないのです。ふわっと肩を包むコタツ布団とコタツの中の息苦しい

ほどの暖かさ・・・至福のひと時ではないでしょうか。コタツをお持ちの方

で、ゴロ寝を許してくださる方、是非ご一報下さい。 （ス） 

Editor's note 

今後実施するセミナー・研修 

Ｄ ｅ ｌ ｉ ｇ ｈ ｔ 

Ｍｏｖｅｍｅｎｔ 

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。 
社会保険等の実務に関連する法律改正は散発的なものになり、その内容をタイムリーに把握し続けるこ

とに骨が折れる状況が続いています。改正についての対応が遅れたり漏れたりすると、無用なトラブルを招

く原因となりますので、実務担当者には常に業務知識をアップデートすることが求められています。本セミ

ナーでは、近年の改正事項のうち、特に誤りやすい内容を再確認し、理解を深めて万全な対応を行えるよ

う事例等を用いて解説いたします。日頃の実務対応のご確認とレベルアップにお役立てください。  

 対象者  人事・総務、社会保険・給与計算事務担当者～幹部  

 開催日時  平成23年3月9日(水)  10:00～17:00 

 会 場  北浜フォーラム（大阪市中央区北浜 １－８－16  大阪証券取引所ビル３Ｆ）  

 参加費（税込） みずほセミナー非会員の法人様・個人様も参加可能です。  

   特別会員26,250円／普通会員28,350円／非会員33,600円 

 講 師  特定社会保険労務士 小浜 ますみ 

 セミナー内容 

 

セミナー申込は、 

みずほセミナーの 

ホームページから 

 １．実務の観点からみる労基法割増賃金算出方法  

 ２．割増賃金の代わりの代替休暇時間の算出方法  

 ３．時間単位等の年次有給休暇の管理  

 ４．雇用保険の改正  

 ５．健康保険等の改正  

 ６．育児休業、介護休業、子の看護休暇の改正  

 ７．平成23年４月からの次世代育成支援、障害者雇用促進法の改正 

 ８．業務知識のアップデートを常時行うために 

〈主催〉みずほ総合研究所 

Ｄｅｌｉｇｈｔ Ｎｅｗｓ 

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 
管理職の傾聴力とは P.1 

労務の泉（労務Ｑ＆Ａ）  P.2 

弊社ビジネスマナー研修の特徴 P.3 

弊社の最近の動向・イベント情報 P.4 
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企業は「人」です。 隔月発行 

定着率の高い企業の経営者・人事担当者、専門家を講師に迎え、「定着率の向上に向けた取り組み」

等をテーマとしたセミナーを開催します。人が辞める会社と、人が辞めない会社の違いは何なのか。愛知県

内1000社の最新調査から見えてきた「定着率アップのための工夫」から、どんな業種・規模の企業様でも

活用できる「定着のための試み」をわかりやすくお伝えします。 

 対象者  愛知県内に事業所を有する中小企業者 

 セミナー申込 エムタス事務局（株式会社ジオコス内）まで、お電話でお申し込みください。 

   TEL：052-221-1024（担当：平田・古川） 

あいち中小企業採用・定着支援プロジェクト 

人材定着事例研究セミナー 

1. 傾聴力の定義 

管理職の傾聴力とは 

代表取締役 近藤圭伸 

前号では「観察力」についでご紹介しました。 

観察力は人事労務管理（特に部下の育成や健

康状態の把握、信頼関係構築）の出発点とでも言

うべき重要なものでした。 

今号では「傾聴力」についてご紹介します。 

 

 

傾聴力の定義は次のようになりますが、アクティ

ブリスニングという点に留意が必要です。 

●傾聴とは、部下の話を先入観なしでじっくり聴 

き、部下の言葉に隠された真意を聴き取ること 

●傾聴とは、アクティブ・リスニング（積極的に聞  

く姿勢）が大切。自分が聞いたことを自分なりに解

釈して、必要ならばそれが正しい解釈かを部下に

確かめ、部下が何を求めているかを適切に判断

し、責任ある受け答えをすること 

傾聴といいますと、じっくり聴き入ることのみのよう

に思われがちですが、分からないところは積極的

に質問し、受け答えをする（フィードバック）ことが重

要なポイントとなります。 

①相手の話を聴きたいという気持ちをもつ 

②相手の話をさえぎらずに最後まで聴く 

③そのまま受け止める（受容） 

④相手の気持ちを疑似体験するように聴く（共 

 感的理解） 

例） 「あなたの気持ちをよく理解できます。私が    

あなただったら同じように悲しいです」 

 

⑤うなづき、相槌をする 

⑥オウム返しで相手の気持ちに寄り添う 

＊相手の気持ちのこもった言葉を拾って返すこと 

⑦話の節目で「明確化」する 

＊相手の話を自分が正しく理解しているかどうかを、 

  話の途中で確かめる 

傾聴には部下と組織の成長に関し、大きな効果

があります。部下は管理職に上手に話を聴いても

らうことにより、自分の意志を明確化したり、悩みを

解決することができます。 

しっかりと自分のことを聴いてもらう（人に話す）こ

とで、自分の気持ちや考えが整理できる効果が

（自己の客観視）があります。また、カタルシス（感

情の浄化）の効果もあります。 

さらに、日常の業務を遂行する上では、傾聴に

よって部下固有の意見や不満を聴くことができるの

で、真の問題、原因、障害や部下の感情までが把

握でき、問題解決や部下育成への対応が容易に

なります。 

部下の話に真剣に聴き入るというのは、管理職

にとって最も重要なことです。部下の話を聴きたい

という気持ちをもって実践していただきたいと思い

ます。次回は、「承認力」についてです。 

「あなたの

3. 傾聴力は何故、部下と組織の成長に貢献するか 

2. 傾聴のポイント 

開 催 日 開催地域 会 場 

平成23年2月23日（水）

14：00～16:00 
海 部 アイプラザ津島 

平成23年2月25日（金）

14：00～16:00 
三 河 岡崎商工会議所 

平成23年3月2日（水）

14：00～16:00 
尾 張 ホテルプラザ勝川 

平成23年3月3日（木）

14：00～16:00 
知 多 アイプラザ半田 

参加費無料 

定員５０名（各回） 

セミナー内容（各日同じ） 講 師 

1. 定着率調査の概要説明と若手社員定着

のために中小企業がすぐに使える施策 
ﾃﾞﾗｲﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

2. 企業による事例発表 

～はたらきやすい職場づくりについて～ 
企業講師 

3. 他企業の事例 エム・タス事務局 

4. 専門家による定着率向上の方法 臨床心理士 

※ 専門家による個別相談を同時開催予定（別室） 

社会保険実務担当者が必ずおさえておきたい   
社会保険関連知識のアップデートと実務対応 

人事労務管理力ｾﾐﾅｰ 
好評受付中！ 

 

現在、弊社執筆の書籍「管理

職・職場のリーダーのための人事・

労務Q&A」（中央経済社）のエッ

センスを凝縮したセミナーを企画

提案させて頂いております。 

 

これまで、企業団体様の定例

会・研究会、展示会・フォーラム

の講演、個別企業様の経営者・

管理職向け研修、税理士・会計

士事務所様の顧問先合同セミ

ナーなどで、採用頂いております。 

 

セミナー開催を検討中の方、本

セミナーに関心のある方は、 

お気軽にお問い合わせください！ 

 

〔お問い合わせ先〕 

デライトコンサルティング㈱ 

TEL： 052-937-5615 

E-mail： info@delight-c.com 

 



採用面接時のメンタルな病歴確認 

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

今回の回答者 

無断欠勤が続き連絡が取れない社員への対応 特定社会保険労務士 
小浜 ますみ 

前号では、弊社がビジネスマナー研修を企画する際に重視しているポイント、ビジネスマナー診断の活用

方法をご紹介しました。 

今号では、集合研修実施後の職場実践～フォローアップについてご紹介します。 

集合研修の事例は、バックナンバー（vol.24、vol.26）をご覧下さい。弊社ホームページで閲覧できます。 

 

でらいとの独り言 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

ＴＯＰＩＣＳ 
労働関係情報 

●次世代法「一般事業主行

動計画」策定済みの中小企

業は約１割（1月7日） 
 

厚生労働省は、次世代育成支

援対策推進法に基づく「一般事

業主行動計画」を策定している

中小企業が10.9％（3,901社）

にとどまるとする調査結果を発

表した。現在は301人以上の大

企業にのみ策定が義務付けら

れている（罰則規定なし）が、

2011年４月以降は101人以上

の企業にも義務付けられる。 

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

general/seido/koyou/jisedai/

index.html 

 

●介護保険制度改正案の

ポイントを発表 厚労省 

（12月24日） 

 
厚生労働省は、2012年度実施

の介護保険制度改正案のポイ

ントを発表し、「介護保険料の軽

減」、「24時間対応の訪問介護

サービスの創設」、「介護療養

病床の廃止期限猶予」などが盛

り込まれたことがわかった。

2011年の通常国会に改正法

案を提出の予定。 

 

●職場の受動喫煙防止・メ

ンタル対策に関する報告書

まとまる（12月14日） 
 

労働政策審議会は、職場にお

ける安全衛生対策に関して、

「職場における受動喫煙防止対

策の強化」、「メンタルヘルス対

策の推進」などを柱とした報告

書を発表した。2011年の通常

国会への提出する労働安全衛

生法改正案に盛り込む予定。 

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

shingi/2r9852000000ympk.ht

ml 

 

●「基本給・手当を減額」の

企業は23％に減少 

（12月1日） 

 
厚生労働省が2010年の「賃金

引上げ等の実態に関する調査」

の結果を発表し、この半年～１

年程度で従業員の基本給・手

当を減額した企業が全体の

23.0％であることがわかった。

前年は30.9％だった。 
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今年は元日から３日まで、

生まれ故郷の蒲郡で長男と

一緒に過ごしました。（残念

ながら、娘は受験勉強で塾

通いでした。）  

蒲郡では何も考えずのん

びりと過ごすことができまし

た。小高い丘から蒲郡の街と

三河湾を眺望し、平凡ではあ

りますが、自分と家族、そして

仕事で関係する皆さんの健

康と発展を祈念しました。  

毎年、今年こそは良い年に

なるようにと祈るわけですが、 

自分自身、人のためにどれ

ぐらいお役に立っているかと

考えるとまだまだ自信がもて

ません。 今年は、コツコツで

はありますが、人のために役

にたつこととは何かを考え、

常に感謝の意をもってことに

あたりたいと考えています。  

本年もよろしくご指導の程

お願い申し上げます。 

（近藤圭伸） 

 

デライトがご提案する 

 

ビジネスマナー研修の特徴 
 

〔後編〕  

集合研修後の職場実践～フォローアップ 

 1. 集合研修後の職場実践の方法 ～ 職場一丸となって継続的に実務に活かす ～ 

「ビジネスマナーカード」は、項目毎にコンパクトなカード（縦12.5cm×横8.5cm）になっているため、携帯

性に優れ、自分の課題となるカードをポケットに入れて持ち歩いたり、机の前に掲示することができます。 

また、ビジネスマナーカードは、職場・職層・職種別にグループを組み、メンバー共通の課題（マナー項

目）に対して取り組む際の共通言語・ツールにもなります。職場実践は、主に次の３つの方法があります。 

～ 規定例 ～ 

  「社員が行方不明または無断欠勤し、連絡が取れずその期間が継続して30日に達したとき」  

〔質問〕 

突然社員が出社しなくなりました。長い間連絡がつかないので、退職の手

続きを取ってもよいですか？ （情報ｼｽﾃﾑ開発業 総務部長Ａ様より）  

〔回答〕 

社員から退職の意思表示がないので、退職の手続きをすることはできま

せん。但し、就業規則に一定期間行方不明、無断欠勤の場合に自動退

職となる旨の規定があれば、退職の手続きをすることは可能です。 

 ご質問の場合には、本人から退職する旨の意思表示がなければ、原則として退職の手続きを行うことはで

きません。しかし、就業規則の退職に関する事由で、一定期間行方不明、無断欠勤となった場合に自動退

職となる旨の規定があれば、退職の手続きを行うことが可能となります。就業規則をあらかじめ社員に周知

することによって、実際にそのような事由が起きたときには自動退職となることを、社員は同意しているという

ことになるからです。 

 

  

 

 

 就業規則に自動退職規定がない場合には、退職の手続きを行うことができないめ、解雇を行うことになり

ます。しかし、解雇は、解雇となる旨を本人に伝達しなければ効力が発生しないため、本人と連絡がとれな

い場合は、いつまでも解雇の申し渡しができないことになります。 

 そういったことからも、就業規則上で、行方不明や無断欠勤により本人と連絡が取れない場合には、一定

期間後に自動退職となる旨の規定が非常に重要となります。  

 社員が突然出社しなくなり、無断欠勤が2～3日続くようであれば、必ず自宅を訪れ、所在を確認するように

します。自宅にいる気配があるのかないのかによっても、その後の対応が変わります。寮や借上げ社宅の場

合で、荷物をまとめて出て行ったのであれば、黙示の退職の意思表示とも取れますので、その場合には、退

職の手続きを進めることが前提となります。 

 

 出社しなくなった原因は、「事故に遭遇した」「何らかの事件に巻き込まれている」「多重債務により、身を隠

している」「家庭の問題」「心の病の発症」など、様々なものが考えられます。仮にその原因が職場の人間関

係や仕事上によるものであれば、会社の責任が問われますので、出社しなくなった社員を放置することはし

ないでください。また、身元保証人に連絡を取り、捜索の協力を得るようにしてください。 

 

 会社は、「社員の行方不明や無断欠勤期間中に、本人と連絡を取るための努力をした」という形跡を必ず

残し、後に会社の対応が問題とならないようにすることが重要です。 

 2. 集合研修・職場実践のフォローアップ、その後の展開 

集合研修を終え、職場実践をスタートしてから６ヶ月くらいのスパンで、フォローアップ研修（集合）を行うこ

とが望まれます。受講者が成果発表を行い、受講者全員で事例やノウハウを共有すると、スキルアップが実

感でき、今後の継続的な取組みへの意識づけにつながります。 

フォローアップ研修の後は、選抜したメンバーでプロジェクトを組み、自社オリジナルのカードや接遇マ

ナーマニュアル、教育研修ツール等の制作へ展開している企業様もいらっしゃいます。 

学習する組織 

高間邦男・著 

（光文社新書、税込¥756） 

“学習する組織”に関する

研究・著書は、ピーター・M. 

センゲの「最強組織の法則」

をご存知の方が多いと思い

ます。“学習”という言葉の意

味は、環境変化に対応し

て、新たな知識・技術・行

動・思考・価値観を獲得した

り創りあげること。 

自社の経営方針を戦略や

ビジョン・経営計画に落とし

込みたい経営者、その実行

を担うマネジャーにぜひとも

読んで頂きたい良書です。 

◆ 就業規則の自動退職規定を確認する 

◆ 継続して社員の所在確認を 

集合
研修

研修で明確になった
自分の課題カード
（マナー項目）

個人による職場実践

•携帯、掲示等により、常に意識して実務応用
•上司・同僚からの助言・フィードバックを活用

集合研修での自己分析結果から

集合研修の自己分析（カード選択）による「できているカード」「できていないカード」の中から、
担当実務で重要なカードを選び、個人で実践する方法

個 人個 人

グループによる職場実践

•実務に即したより具体的内容へカスタマイズ
•メンバー相互の啓発・フォロー、ノウハウ共有

集合
研修

職場・職層・職種単位で
共通する課題カード
（マナー項目）

内容
具体化

ビジネスマナー診断による課題抽出

職場、職層（管理職、一般職）、職種（営業、事務他）でグループを組み、カードの内容をより
実務に即したものへ発展させて、相互啓発しながら実践する方法

グループグループ

全社による職場実践

• 「マナーアップ・キャンペーン」等、短期集中で
•毎年、新卒入社時期（4月～数ヶ月）が効果的

集合
研修

全社に共通する
課題カード

（基本的なマナー項目）

推進
計画

ビジネスマナー診断による課題抽出

マナー意識の向上、風土づくり、基本徹底を目的に、全社でキャンペーン的に実践する方法。
毎年同時期に短期集中的に行う。社内表彰や社内コンテストを同時に実施しても良い。

全 社全 社

例）事前に「名刺交換」のカードを確認してから実践し、
後で 同席した上司・同僚からフィードバックをもらう

集合
研修

研修で明確になった
自分の課題カード
（マナー項目）

個人による職場実践

•携帯、掲示等により、常に意識して実務応用
•上司・同僚からの助言・フィードバックを活用

集合研修での自己分析結果から

集合研修の自己分析（カード選択）による「できているカード」「できていないカード」の中から、
担当実務で重要なカードを選び、個人で実践する方法

個 人個 人

グループによる職場実践

•実務に即したより具体的内容へカスタマイズ
•メンバー相互の啓発・フォロー、ノウハウ共有

集合
研修

職場・職層・職種単位で
共通する課題カード
（マナー項目）

内容
具体化

ビジネスマナー診断による課題抽出

職場、職層（管理職、一般職）、職種（営業、事務他）でグループを組み、カードの内容をより
実務に即したものへ発展させて、相互啓発しながら実践する方法

グループグループ

全社による職場実践

• 「マナーアップ・キャンペーン」等、短期集中で
•毎年、新卒入社時期（4月～数ヶ月）が効果的

集合
研修

全社に共通する
課題カード

（基本的なマナー項目）

推進
計画

ビジネスマナー診断による課題抽出

マナー意識の向上、風土づくり、基本徹底を目的に、全社でキャンペーン的に実践する方法。
毎年同時期に短期集中的に行う。社内表彰や社内コンテストを同時に実施しても良い。

全 社全 社

例）事前に「名刺交換」のカードを確認してから実践し、
後で 同席した上司・同僚からフィードバックをもらう


