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先日、組織コンサルタントの堀公俊先生の思考力に関するセミナーを
受講してきました。非常に有意義な内容だったので一部をご紹介します。

ロジカル（論理思考）とクリエイティブ（創造思考）
筋道を立てて分析・立証するロジカル・シンキングと
新しい発想・創造を生みだすクリエイティブ・シンキング。
あなたは A ロジカル/B クリエイティブどちらの思考タイプでしょう？
A

筋道を立てて話す

⇔

B

ドラマチックに話す

A
A
A
A
A
A

失敗の原因を再考
話を疑ってかかる
思い込みは少ない
結論を先に言う
優先順位を決める
複数の案を考える

⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔

B
B
B
B
B
B

失敗したら別の道
話をうのみにする
自分のやり方に固執
最後に結論を言う
目の前のものからやる
これ！と決めてかかる

A
A
A

方法を洗い出す
目標を決めて動く
長い文章は構成から

⇔
⇔
⇔

B
B
B

方法を連想する
まず出来ることから
頭から書きはじめる

面倒
臭い人
（
Ａ
が
多
い
）

革新的な人

不思議
ちゃん

（Ｂが多い）

どちらが良い・悪いではなく、2 つの思考力を鍛えるとイノベーションを起こしうる人となる。

ロジカル（論理思考）を鍛えるトレーニング
「そもそも？」と考える癖をつける。問いに対して答えを探すだけでなく、問い自体が間違って
いないか考えたり、言葉の定義やお互いの認識を確かめたりしてみる。
「要するに・・・ことですね」人の話を的確に要約する練習をする。ただの雑談や愚痴を聞いて
ほしい奥さんなど、練習する相手によっては怒られるので気をつけること。
「3 つの理由を述べる」まず、自分の意見を先に言った後、その理由を 3 つ挙げる。挙げた理由
が根拠に欠けていないか、客観性はあるか、など説得力を検証してみる。

クリエイティブ（創造思考）を鍛えるトレーニング
「現場主義」頭の中だけで考えていてもいいアイディアは浮かばない。実際のモノを手に取った
り、実際の場所に足を運んだり、五感で感じてみる。
「○○と△△」全く関連のないものの共通点を探してみる。なぞかけも有効なトレーニング。
「発想の転換」仮に…だったら？障害がなければ？もしライバルならばどうする？など、視点を
変えた質問を自分にぶつけてみる。
参考になれば幸いです！！

最新情報

個別労働紛争相談で、「いじめ・嫌がらせ」がトップに！

厚生労働省から、平成
24 年度の個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。
！！
年々増加傾向にあった「いじめ・嫌がらせ」での相談がさらに増え、今年は初めて「解雇」を抜い
て、トップになりました。御社の“パワハラ”対策は大丈夫ですか？

【相談件数】

106万7,210件

５年連続 100 万件超。
前年比では 3.8％減。相談件数自体は減っている。

【相談内容の内訳】
１ いじめ・嫌がらせ
51,670件（17.0％）
２ 解
雇
51,515件（16.9％）
３ 労働条件の引き下げ 33,955件（11.2％）
今までは『解雇』
がトップでした。

（厚生労働省 平成 24 年度個別労働紛争解決制度施行状況より抜粋）

「パワハラ」の予防は、社員全員が「何がパワハラか」を理解することからです。定期的に研修を行うことなど
が有効です。また、労働契約や就業規則の内容に不備や矛盾があるとさまざまな紛争の火種となります。

ＮＥＷＳ ＨＥＡＤＬＩＮＥ
■国年保険料前納割引 来春から２年分に拡大へ
平成 26 年 4 月から､2 年度分の保険料を口座振替でまとめて納める｢2 年前納｣が始まる予定｡｢2
年前納｣を利用すると､毎月納付する場合に比べ､2 年間で 14,000 円程度の割引になる｡
来年の 2 月から申し込みが開始となる見込み｡(割引額は平成 25 年度の保険料による推計)

■20 代の自殺率が上昇傾向に
政府は 2013 年版｢自殺対策白書｣を決定した｡中高年を中心に 30 代以上の各年代で自殺率が
下がった一方､20 代では上昇傾向にあることがわかった｡白書では､20 代の労働環境は厳しく､
仕事の疲れや失敗､職場の人間関係など｢勤務問題｣による自殺が増え続けていると分析してい
る｡自殺と完全失業率には｢強い相関関係が認められる｣とし､景気悪化が自殺の増加に結び付
かないよう総合的な経済対策が必要とも強調した｡

■初産の平均年齢が初の 30 歳超え
2013 年版「少子化社会対策白書」によると、女性が第１子を出産する平均
年齢が 30.1 歳となり、初めて 30 歳を超え、
「晩産化」の実態が浮き彫りに
なった。
生涯独身で過ごす人の比率「生涯未婚率」は、男性が 20.14％、女性が 10.61％
と、いずれも過去最高の数字となった。

トピックス

健康保険 扶養認定をチャートで確認できます！

！！
健康保険で被扶養者となれる人は、続柄や収入等によって異なりますが、要件が複雑で分かりづ
らいですよね。協会けんぽでは、扶養となれるかどうかを判断するために、「チャートで確認！健
康保険 扶養認定」というページを作り、いくつかの質問に回答することで、被扶養者に該当する
かを自動的に判断できるようにしています。
まずは、協会けんぽのホームページへ。
協会けんぽ

（質問例）

検索

上記のような質問事項に答えていくと…

スタートボタンをクリックすると、
質問画面が出てきます。「はい」、「いい
え」で答えていくと最終的に扶養認定基準
に該当するかどうか判定されます。
登録などは必要なく、誰でもすぐにチェ
ックできます。
認定基準に該当する見込みであれば、被
扶養者（異動）届を提出して申請してくだ
さい。

該当しない場合は
このような画面が
出ます。

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
書籍

あした死ぬかもよ？

！！

ひすいこたろう

著者は新潟出身。「名言セラピー」で有名なコピーライターさんで、
キャッチーな見出しのこの本は只今書店で平積みです。
普段、わたしたちは「死ぬ」ということを意識していません。「死ぬ」のは
いつも他人で、自分が死ぬことは現実的に考えてはいない…。
「死」を意識してこそ、今を大切に生きることができるといいます。
本の中には、「あと何回、桜を見られる？」「死ぬ前に後悔しそうなことって？」「あと半年後に死
ぬとしたら、今の仕事を続ける？」など、どぎつい質問が盛りだくさん。
特に胸が痛んだのが、「親の余命」。実際「あとどれくらい生きるか？」ではなく、自分が親と
年間何日会って、どのくらいの時間を一緒に過ごすかを平均余命から計算…私の実家の親の（一緒
に過ごす）余命はあと数カ月しかありません。親孝行しておかないと後悔しそうです。忙しさに紛
れ、実家を訪れない自分を振り返るきっかけになりました。

書籍

無幻花

東野圭吾

夏らしいｲﾗｽﾄが目を引く装丁です。
東野圭吾さんの小説って、やたらと登場人物が多いように感じます。今回も
やはりそうなのですが、気にならないくらい一気に読ませるストーリーです。
幼い頃から、父や兄の「アサガオに対する強いこだわり」が疑問だった青年。
家族の中で疎外感を感じつつ、大学院生になり就職を考える時期となるが、ある
独居老人殺人事件をきっかけに、もうひとりの主人公、被害者の孫娘と一緒に
「黄色いアサガオ」にまつわる謎を調べていく。
恩や縁でつながる者、才能を与えられたことに苦しむ者、偽りの能力のために手を汚す者、負の
遺産を引き受ける者・・・多くの登場人物がひとつの糸で結ばれていくクライマックス。最後に描
かれる若者たちの明日への決意が清々しく、読後の気分も良いです。

小千谷ｽｲｰﾂ
「小千谷銘菓

麩まんじゅう

銘菓処 春泉堂

船岡山」で有名な春泉堂さん。他にも

小千谷にまつわるお菓子が多いので、市外のお客様への
お茶菓子や手土産にとても重宝しています。
今回、ご紹介したいのは「麩まんじゅう」。お土産ではなく、
自分用にリピート買いしているお気に入りの一品です。
まわりの生地はふんわりモチモチ。絶妙な塩加減がこしあんの
サッパリとした甘みを引き立たせています。新鮮な笹の緑が
目にも涼しい季節限定のお菓子です。
５個入り６００円
小千谷市城内 2－5－3 ☎82－8919

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
小千谷自慢

ばら園

！！

おぢやｸﾗｲﾝｶﾞﾙﾃﾝ ふれあいの里

市報を見て 6 月半ばに足を運んだのですが、素晴らしかったです。
「入場料無料」と聞き、どなたがどのように薔薇の手入れをされている
のか興味が湧き、問い合わせてみました。
薔薇ボランティアとして 40～50 人の方が登録していて、雪消えから
なんと雪が降るまで、毎週日曜日約２時間、１０人くらいで作業。平日参加のボランティアさんも
いるそうです。今回咲いた薔薇はもう剪定したので、次回の見ごろは８/１０頃とのこと。また、
是非見に行きたいと思います。

お仕事
カレンダー

7/10 ●健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出
●労働保険料概算・確定申告書の提出
●労働保険料の納付
●労災保険一括有期事業報告書の提出
●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
●6 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の
納付
●特例による源泉徴収税の納付(1 月～6 月分)

7/15 ●障害者雇用状況報告書、高年齢者雇用状況
報告書・外国人雇用状況報告書の提出期限
●所得税予定納税額の減額申請
7/31 ●労働者死傷病報告書の提出
●6 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付
●所得税の予定納税額の納付
● 5 月決算法人の確定申告・11 月決算法人の
中間申告
●8 月・11 月・翌年 2 月決算法人の消費税の中
間申告

あとがき◆当事務所より
労働保険年度更新、算定基礎届・・・社労士事務所としては 1 年で一番忙しい時期を迎えています。あと一息！！

