
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大雪お見舞い申し上げます。そろそろ勘弁してほしいですね。 

 

組織の仲間や上司・部下、取引先やお客さん、ウマが合う人もいれば、 

何となく苦手…という人もいます。 

仕事上、さまざまな人と関わる中で、上手くコミュニケーションをとるにはどうしたらいいでし

ょう？ 相手の性格を変えることが出来ない以上、こちらが相手に合わせてうまく対応するしか

ありません。 

 まずは、普段の会話の様子からあなたやあの人はどのタイプにあてはまるでしょうか？ 

4 つのタイプに分け、どのようなアプローチが効果的か考えてみたいと思います。 

 

＜タイプ分け＞ ～普段の会話の様子から～ 

 

・・・・次ページ＜特徴と取扱説明書＞に続く 

 お山の大将タイプ 芸能人タイプ 気配りタイプ 研究者タイプ 

現実派 社交派 友好派 分析派 

感情表現 小さい 大きい 大きい 小さい 

自己主張 強い 強い 弱い 弱い 

レスポンス 速い やや速い ややゆっくり ゆっくり 

話の速度 速い やや速い ややゆっくり ゆっくり 

会話の調子 
結論から単刀直入に 

話す。話が短い 

話を展開し、注目を 

集めるよう話す 

前置きがあり、 

全てを話す。 

話が長い 

順を追って 

ロジカルに話す 

会話の雰囲気 断言口調 抑揚がある 穏やかで温かい 単調、冷静 

会話中の表情 頼れそう 楽しそう 優しそう 真面目そう 

スタイル 腕組み、どっしり 
ジェスチャ多用、 

砕けた感じ 
うなずく、あいづち

が多い 
直立不動、硬い 

会話のテーマ 仕事・目標 発見・夢 人・人間関係 仕事・課題 

スタンス 要点を話そうとする 
影響を与えようと 

話す 
期待に応えようと 

話す 
正確に話そうとする 
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＜特徴と取扱説明書＞ 

お山の大将タイプ 

人から細かく指示されるのを嫌うタイプ。状況を自分がコントロールしたいと思っています。自信

も実績もあり、どちらかというと中小企業の社長さんに多いタイプです。このタイプの人は行動的で、

自分で判断し思った通りに物事を進めることを好みます。過程よりも結果や成果を重視する傾向があ

ります。リスクを恐れず、目標達成に邁進します。リーダーの資質があり、人望が厚いのも特徴です。 

 

 

 

 

芸能人タイプ 

注目されることがとにかく好きなタイプです。話の中心になる、仕切役を任される、褒められるなど、

自分にハッキリと周囲から関心の目が向けられている状態を好みます。独創的な視点を持ち、新しい

活気あることをするのが好きです。自発的で、エネルギッシュ、好奇心も強く、個人の成績にこだわ

ります。多くの人に好かれますが、飽きっぽいところが欠点です。 

 

 

 

気配りタイプ 

このタイプが大事なのはなんといっても人間関係です。「ぎすぎすした関係」は、最も避けたいものの

一つで、とにかく「和」を構築するように行動します。人の視点に立ってものを見るのが得意で、気

配り上手。人を援助することを好み、協力関係を大事にします。周囲の人の気持ちに敏感で気配りに

長けています。自分自身の感情は抑えがちで、大勢に流される傾向があります。また、人から認めて

もらいたいという欲求が強いのも特徴です。 

 

 

 

研究者タイプ 

じっくり状況を観察し、データを集め、それから行動に移すタイプです。常に慎重に構えます。思い

つきで話すようなことはせず、よく考えながらじっくりと言葉をつむぎ出していきます。行動の前に

多くの情報を集め、分析、計画を立てるタイプ。物事を客観的に捉えるのが得意です。完全主義的な

面があり、ミスを嫌う傾向。人との関わりは慎重で、感情をあまり外側に出しません。 

 

…うまくつきあうには… まずは気持ちのいい挨拶です。くどくどと話してはいけません。結論から

話し、わかりやすさを心がけましょう。細かい字や分厚い資料も嫌いです。世間話や身の上話などで、

共通点を探しましょう。一度好感を持ってもらうと応援してくれます。 

 

…うまくつきあうには… やや自己中心的なこのタイプは、力ずくで説得しようとするとヘソを曲げ

ます。また、「例年通り…」などの工夫のない退屈な提案を嫌います。このタイプの良いところを具

体的に褒め、持ち上げつつ話を進めると期待以上に協力してくれます。新しいアイディアも提供して

くれるかもしれません。 

 

…うまくつきあうには… 周りとの協調を心がけているこのタイプは、会話の速度もゆっくり目。

早口でまくし立てたり、急がせたり、判断を無理にせまるのは NG です。途中で口を挟まず、時に

気配りをねぎらいながら話を聞きましょう。抑えがちな感情をあなたが聞いてあげることができれ

ば、良好な関係が築けます。 

 

…うまくつきあうには… このタイプに対して、感情に訴えるのは NG です。抽象的な表現をせず、

根拠やデータを示しましょう。また、時間や約束を守らないと信頼関係が築けません。このタイプの

ミスを広い心で受け止めてあげると、次回から強力な味方として力を発揮してくれます。 

 

 



 

 

◆「節約」をどのように考えているか？ 
株式会社マイナビでは、昨年 11 月に「若手社会人の消費活動調査」を初めて実施し、その

結果を発表しました。最近の若手の社会人が「節約」についてどのように考えているのか、

興味深い内容となっています。 

なお、調査対象は、同社のポータルサイト（マイナビニュース）の会員となっている入社

１～５年目の社会人 548 人（男性：230 人、女性：318 人）です。（やや大手企業対象かも） 

 

◆給料をどのように使う？ 
 

Ｑ．『計画的にお金を使う？思いつきでお金を使う？』 
 
給料の使い方について、「計画的にお金を使う方」か「思いつき 
でお金を使う方」かの質問に、半数以上の 65.5%が「計画的にお金 
を使う」と回答。また、「普段から心がけて節約をしていますか？」 
の質問には、69.5%が「節約している」と回答した。 
 

Ｑ．『普段から心がけて節約をしている？』 

 

 

 

◆どのようにして出費を抑えている？ ―現在節約している人を対象（複数回答） 
 

 男  性 女  性 

１ 食 費 （79.5％） 食 費 （76.6％） 

２ 飲み会などの交際費 （38.4％） 洋服・小物などのオシャレ費 （51.9％） 

３ 水道・光熱費 （32.2％） 飲み会などの交際費 （33.6％） 

４ 洋服・小物などのオシャレ費 （32.2％） 水道・光熱費 （26.4％） 

 

◆毎月いくら貯金している？ 
最も多かった回答は 「５～６万円未満」 （１２．２％） 

      次いで  「２～３万円未満」 （１０．８％） 

           「４～５万円未満」 （１０．６％） 
      ちなみに 「毎月貯金はしていない」 （５．７％） 

 

◆貯金の目的は？ 
 

 男  性 女  性 

１ 老後の蓄え （40.4％） いざという時のため （52.8％） 

２ いざという時のため （37.4％） 老後の蓄え （45.3％） 

３ 病気など不慮の出来事への備え （34.4％） 結婚資金 （45.0％） 

４ 結婚資金 （27.0％） 病気など不慮の出来事への備え （38.0％） 

 

 

 

思いつきで使う 

３４.５％ 

計画的に使う 

６５.５％ 

若手社会人の「節約」に関する意識は？ トピックス 

節約している 

６９.５％ 

若手社会人は堅実ですね。
それにしても毎月の貯金
額の多さにびっくり！！ 

若手がすでに「老後の蓄え」！ 
年金不安でしょうか・・・？ 

若い世代が、食費を抑え、飲み会にも行かず、おしゃれもせず、貯蓄に励む姿を想像してしまいました。 
景気が良くならないのは、当たり前のように思えてきますね・・・。 



 

 

 

●迅速な審査の必要性● 

近年、精神障害による労災請求件数が増加し、各事案の審査に平均約８.６カ月を要していたこ

とから、迅速な審査を行う必要性が指摘されていました。 

厚生労働省では、平成 22 年 10 月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催

し、昨年 12 月に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を発表しました。 

 

●新しい認定基準のポイントは？● 

（１）わかりやすい心理的負荷評価表（ストレスの強度の評価表）を定めた。 

（２）いじめやセクハラのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべ

ての行為を対象として心理的負荷を評価することにした。 

（３）これまですべての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難し

い事案のみに限定した。 

厚生労働省では、今後はこの新しい基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求

事案については「６カ月以内」の決定を目指すとしています。 

また、わかりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人

の認定の促進も図るとしています。 

 

 

 

 

 

平成２４年４月１日から適用となります。給与計算時にはシステムの変更などご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心理的負荷による精神障害の労災認定の基準が変更されました！ 

最新情報 平成２４年度の雇用保険料率が引き下げられました。 



 

 

 

 

 「下山」という言葉に興味を持ったのと、ランキング 1 位に惹かれて購入。 

敗戦から営々と登り続け、頂上を極め、私たちは下山の過程に入った。認めざるを得ない。 

そして、その途中に東北大震災という大雪崩に遭遇した・・・。「日が堂々と西に沈む」 

ように、マイナス思考ではなく、優雅に実り多き下山を目指すべきと筆者は言う。 

 前半はなるほど…と読み進めたが、途中から何の本を読んでいるのかわからなくなり、 

最終章はほぼすべてが意味不明。エッセーだから、これでいいのか？？ 

 

 

 

 せっかちな私は、筆者の開発したプログラム通り 14 日間かけて読むわけにはいきませんが、 

ハッとさせられる「まほうのじゅもん」がありました。それは、【私はガマンしない！】と 

【私はいい人をやめる！】。これらが心に響くということは、ストレス溜まってる証拠かも。 

「まほうのじゅもん」で奇跡を起こすために、時には「ひとりの時間でリラックス」も必要と 

逃げ道を再確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/1  ●贈与税の申告受付開始 

2/10 ●一括有期事業開始届の提出 

（建設業）  

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満で

かつ請負金額が 1億 9000万円未満の工事 

●１月分の源泉所得税、住民税特別徴収税

の納付 

 

2/16 ●所得税の確定申告受付開始 

2/29 ●1月分健康保険料・厚生年金保険料の支払 

     ●じん肺健康診断実施状況報告書の提出 

     ●固定資産税（都市計画税）納付（第４期分） 

     ●12 月決算法人の確定申告・6 月決算法人の中

間申告 

     ●3月・6月・9月決算法人の消費税の中間申告 

お仕事 

カレンダー   
 

あとがき◆当事務所より 

 2月25日（土）～26日（日）、雪原まつり「おぢや風船一揆」が開催されます。カラフルな熱気球が飛び交い、夜は花火と

の競演がとても素敵です。天候に恵まれることを切に願います！！ 

 

  

Ｅメールの宛先にある「CC」と「BCC」とは何か？ 

 どちらも宛先に指定した人と同じ内容のメールを同時に送信することができます。 
 ＜違う点＞ 

・CC で受け取った人・・・宛先、CC ともに受信者名すべてが表示され、 

自分の他に誰が受け取っているのかがわかります。 

・BCC で受け取った人・・・宛先、CC以外しか受信者名が表示されません。 

自分以外に、BCC で誰に送信されているかはわかりません。 

 
そこで、よく使われる方法として 

・CC ⇒ 例えば、外部とのメールのやりとりを社内で情報共有したい時や、参考までに見てほしいという人がいる場合。 

      宛先は外部の人にして、CC に情報共有が必要な社内の関係者を入れておく、など。 

・BCC ⇒ 例えば、メルマガなど同時に複数名に送信したいが、他の人にメールアドレスが知られては困る場合。 

   宛先を自分または空欄にしておき、メルマガを送りたい人は全て BCC にして送る。 

書籍  下山の思想    五木 寛之 

せきねの「気になる」を勝手に情報発信コーナー 

！！ 

書籍  2 週間で一生が変わる魔法の言葉  はづき 虹映 

岡村のワンポイント！ＰＣ講座  ～Ｅメール編～ 

 


