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◆高額報酬を獲得する 

 

月額 2 万円の顧問料は本当に安いのか？  

 

本章のタイトルは、『高額報酬を獲得する顧客指導の「仕組

み」づくり』となっていますが、これを『高額報酬を獲得す

る』と『顧客指導の「仕組み」づくり』の２つに分けて考え

てみたいと思います。 

 

 ところで、あなたの平均顧問報酬はいくら位でしょうか？  

 

 もちろん、クライアントの規模 事務所の方針によって、

あるいは地域によっても違うとは思いますが、社労士事務所

の場合は平均すると月額 2 万円程度ではないでしょうか？  

 

 それでは、この月額 2 万円の顧問報酬というのは、安いの

でしょうか？ それとも高いのでしょうか？  

 

 このことを真剣に考えるためには、あなたの事務所が顧客

に対して毎月提供している『価値』について、きちんと検証

してみる必要がありそうです。  

 

 あなたは、毎月 2 万円の報酬を受け取って、いったいどん

なサービスを提供していますか？  
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 もう少し具体的な例で考えてみましょう。  

 

 月額 2 万円の顧問というのは、社員数 10 名前後の会社で、

社員の出入りはそれほど多くはない。そして、労務管理につ

いての相談はたまにある程度。もちろん、定期訪問はせずに、

書類の受け渡しも場合によっては郵送。そんなイメージでは

ないでしょうか？  

 

 『2 万円の顧問料なら、まぁそんなもんだよな』  

 

 もし、あなたがこのようにお考えになるのであれば、あな

たが受け取っている 2 万円の顧問料というのは、業務内容に

見合った適正な金額になっているのではなでしょうか？  

 

 なぜなら、『提供するサービス』と『受け取る対価』のバラ

ンスがきちんと取れた状態になっているからです。  

 

 だから、結論から言うと、たんに 2 万円というだけであな

たの顧問料が安いかどうかはわからないのです。  
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 では、ここでふたたび質問です。  

 

 あなたが考える『高額顧問』というのは、具体的には月額

いくら位の顧問料のことなのでしょうか？  

 

 高額というからには、月額 5 万円。い 10 万円位は欲しい

ところですよね。  

 

 それでは、月額 10 万円の顧問契約というと、どんなイメー

ジでしょうかね？  

 

 おそらく、社員規模で 50 名～100 名前後。毎月ある程度の

社員の出入りがあり、手続きもそれなりに大変。給与計算業

務とセットで受託をしている場合も多いでしょう。ですから、

定期訪問もしなければなりません。時おり、 こしい労務

管理上の問題が発生したりします。  

 

 それでは、このようなクライアントは本当に高額顧問契約

と言えるのでしょうか？  

 

 たしかに、金額的には高額ではありますが、それなりの労

力も必要となりますので、時間単価を考慮すれば必ずしも高

額ではないことに気づくはずです。  
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 もう、おわかりですね。  

 

 あなたの顧問報酬が高額か否かを判断するためには、受け

取る報酬額だけでなく、あなたが提供しているサービス内容

とセットで考えなければならないことなのです。  

 

 たとえば、あなたがクライアントに月額 50 万円の報酬を請

求したとしましょう。でも、あなたの指導によって相手企業

に 5000 万円の利益をもたらすことができれば、先方はきっ

と喜んで高額な報酬を支払ってくれるはずですよね？  

 

 ですから、もしあなたが自分の報酬が安いと感じているの

であれば、その原因はあなた自身が提供しているサービス内

容にあるのかもしれないのです。  
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あなたの報酬が安い理由  

 

 それでは、高額報酬を得るためには、どうすれば良いので

しょうか？  

 

 結論から言えば、より付加価値の高い商品 サービスを提

供することです。  

 

 でも、その前に『あなたの報酬が安い理由』について、も

う少し掘り下げて考えてみることにしましょう。  

 

 当たり前のことですが、報酬にはそれを『支払う側（サー

ビスの受け手）』と、それを『受け取る側（サービスの提供者）』 

の２つの立場があります。  

 

そこで、あなたの報酬について、この『２つの視点』から

もう一度考えてみることにしましょう。  

 

 報酬の支払い手（顧問先）にとって、顧問料とはまさにあ

なたが提供する商品 サービスによって得られる価値（メリ

ット）に対する対価です。  

 

 したがって、顧問報酬が 2 万円ということは、あなたの提

供するサービスにそれだけの価値しか感じていないというこ

とです。  
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 それでは、なぜ顧客はあなたの顧問契約に高い価値を感じ

ることができないのでしょうか？  

 

 理由は２つあります。  

 

 第１に、顧問契約は『効果が見えにくい』からです。たと

えば、助成金の仕事であれば手続きをして 50 万円受給できる

など、その効果がはっきりしていますが、顧問契約というの

はそもそも何をする契約なのかがはっきりしません。  

 

 このような話をすると、『顧問契約というのは、いつでも相

談できる安心料だ』と反論する人がいますが、安心料はあく

まで安心料であって、あなたが顧問契約をそのように捉えて

いる限り、高額報酬を目指すことはできないでしょう。  
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 第２の理由は、社労士のことを『手続き屋さん』だと思っ

ていることです。これは今さら言うまでもないことですが、

パソコン インターネットが普及した現在では、手続き業務

には付加価値がつけにくいのは当然です。  

 

 クライアントが社労士に手続き業務を依頼する理由は、自

社で るよりもコストメリットがあるからです。  

 

 もちろん、アウトソーサー的なコンセプトで事業を展開す

ることは悪くありませんが、こうした業務は常に 新の設備

を導入して規模の拡大（職員をたくさん雇う大きな事務所）

を目指さなければ、長い目で見て市場の競争に勝ち残ること

はできません。しかも、手続き業務の価格競争は年々厳しく

なって行くことは容易に予測ができるはずです。  

 

 いずれにしても、クライアントからたんなる『手続き屋さ

ん』程度にしか思われていなければ、高額顧問契約を獲得す

ることは難しいでしょう。  

 

 以上のように、報酬の支払い手（顧問先）の視点で考える

と、社労士の顧問契約というのは『何をしてくれるのかわか

らない』『効果が見えない』『たんなる手続き屋さん』になっ

てしまっているのが現実です。これが、高い顧問料を支払っ

てもらうことができない理由なのです。  

 



『『『『稼稼稼稼げるげるげるげる』』』』社労士社労士社労士社労士になるになるになるになる方法方法方法方法    購入者特典購入者特典購入者特典購入者特典ＰＤＦＰＤＦＰＤＦＰＤＦ原稿原稿原稿原稿    

©2010  Kyoji Hagiwara  All  Rights  Reserved. 12

 一方、報酬を受け取る側（サービスの提供者）から見た顧

問契約には、いったいどんな問題があるのでしょうか？  

 

 私は、社労士が高額顧問契約を獲得できない大きな理由の

一つは、多くの人が『お金に対する罪悪感』を持っているか

らではないかと感じております。  

 

 もう少し具体的に言うと、『こんなに高額の報酬をもらって

しまって、本当に良いのだろうか？』とか、『私はお金儲けの

ために社労士の仕事をしているのではない』といったセルフ

イメージを、心のどこかに持っていることです。  

 

 もし、あなたがそのような気持ちを少しでも持っているの

であれば、残念ながらそれは高額顧問を獲得するための障害

になってしまいます。  

 

 そこで、そんな人にはぜひ知っておいてもらいたことがあ

ります。  

 

 それは、『自分が受け取るお金』と『企業が支払うお金』と

は、同じお金であっても価値がまったく違うということです。 

 

 たとえば、社労士が顧問料としてもらう月額 5 万円は高額

かもしれませんがが、社員 20 名の会社にとっての月額 5 万円

というのは、それほどインパクトのある金額ではありません。 
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なぜなら、社員 20 名の会社であっても、毎月の給与だけで

500 万円位は支払っているからです。  

 

 このように考えれば、社労士の顧問料なんて企業にとって

みれば誤差の範囲内であることがおわかりになるでしょう。  

 

 また、価値のある仕事をして、それに対する正当な報酬を

請求することは、悪いことでも何でもありません。むしろ、

正々堂々と報酬の請求をしていただきたいものです。  
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高額報酬を得るために るべきこと  

 

 それでは、話を戻していきましょう。高額報酬を得るため

には、どうすれば良いのかという話でしたね。  

 

 あなたが高額報酬を獲得するためには、まず『安売りをし

ないと める』ことです。  

 

具体的には、たとえば『月額 5 万円以下の顧問契約は絶対

に取らない』と めることです。  

 

いかがでしょう？ めるだけですから簡単でしょ？  

 

 なぜ、こんなことを めなければならないのでしょうか？  

 

 それは、『安売りをしない』と めることで、次のようなメ

リットがあるからです。  

 

 第１のメリットは、意図的に高額な価格を設定することに

よって、あなたはその価格の正当性をきちんと説 しなけれ

ばならなくなることです。  

 

価格の正当性を説 するためには、サービスの内容（顧客

が何に対してお金を払うのか？）を 確にしたり、顧客に対

する具体的な効果を提示しなければならないでしょう。  
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 そうすると、『何をしてくれるかわからない』『効果が見え

にくい』という社労士の顧問契約に対する問題点が、自動的

に解消されることになります。  

 

 『安売りをしないと める』ことによる第２のメリットは、

高額な価格を設定することにより、あなたがターゲットとす

べき顧客対象が 確なることです。  

 

 たとえば、『月額 5 万円以上の契約しか取らない』と めて

しまえば、あなたがターゲットとする顧客は自動的に社員 50

名以上の会社に まってしまうはずです。  

 

 これが、実はとても大事なことなのです。  

 

 なぜなら、多くの社労士は社員 10～20 名規模の小さな会

社ばかりをターゲットにしており、中堅規模（社員 100～200

名）の会社の顧問契約を狙いに行こうとしないからです。  

 

 ここだけの話ですが、社員 10 名の会社から月額 2 万円の顧

問契約を獲得するよりも、社員 200 名の会社から月額 10 万

円の顧問契約を獲得する方が、はるかに簡単です。  

 

 それは、ある程度の規模の会社であれば、必要な費用は予

算化されており、その予算の範囲内であれば総務部長 人事

部長の 裁で契約が可能な場合が多いからです。  
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 これはちょっと言い過ぎかもしれませんが、総務部長 人

事部長はサラリーマンですから、本当は社労士と契約をして

自分の仕事がラクになった方が良いと考えているのです。  

 

しかも、お金は会社が支払うのですから、社内の 裁さえ

下りれば、むしろ喜んで我々と契約をしたいと考えています。 

 

 一方、社員 10～20 名のオーナー社長は、『会社のお金も自

分のお金』という考えを持っていますから、たとえ 2 万円で

あってもムダなお金は一銭たりとも出したくない、というシ

ビアな人が多いのです。  

 

 

 さて、これまでのことを整理すると、あなたが高額報酬を

得るためには大切なことは、  

 

①顧客が何に対してお金を支払うのかを 確にする  

②顧客に対する具体的なメリット（効果）を示す  

③中堅規模（50 名以上）の会社をターゲットにする  

 

ことです。  

 

 そのためにも、『絶対に安売りはしない！』と覚悟を める

ことが重要になるのです。  
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コンサル型顧問契約のすすめ  

 

 ここで、私が考えている『顧問契約のあるべき姿』につい

てお伝えしておきましょう。  

 

 私は、これからの社労士の顧問契約は、コンサルティング

型になるべきだと考えています。  

 

 『コンサルティング型の顧問契約』とは、ある改善テーマ

について、指導期間と達成基準（ゴール）を定めて行う指導

業務（顧問契約）のことです。  

 

 通常のコンサルティング契約と違う点は、原則として、契

約を更新し続けることが前提となっていることです。  
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 たとえば、契約してから 6 ヶ月間は『労働時間の短縮』と

いうテーマについて取り組み、その業務が終了したら次の 6

ヶ月間は別のテーマ（たとえば『賃金制度の見直し』）で指導

を続けて行きます。  

 

 もちろん、その間に手続き業務 労務管理についての相談

があれば、通常の顧問業務と同じように対応をします。  

 

 これまでの顧問契約と違う点は、手続き 相談業務がなく

ても毎月指導する内容が まっていることです。このような

顧問契約であれば、従来型の顧問契約の問題点を解消できる

はずです。  

 

 なぜ、私がこのようなコンサル型の顧問契約を推奨するか

というと、私が中小企業の経営者であれば、費用対効果を考

えてあまり意味がないと思われる顧問契約には絶対にお金を

出さないと思うからです。  

 

 でも、このようなコンサル型の顧問契約であれば、事前に

るべき項目 、達成基準、期限などが められているため、

会社にとってみれば『何に対してお金を支払っているのか』

が 確になり、契約することへの納得感も高まります。  

 

 そして、このような契約形態は、実は社労士にとっても大

きな意味があるのです。  
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それは、この契約は原則としてずっと反復継続されますの

で、コンサルティング契約であっても通常の顧問契約と同じ

ようなメリットを享受することができるからです。  

 

 このように、顧問契約とコンサルティング契約の両者の、

まさに『いいとこ取り』ができるのが、コンサル型顧問契約

の素晴らしいところです。  
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◆顧客指導の『仕組み』づくり 

 

あなたの指導に『型』はあるか？  

 

 さて、『高額報酬を獲得する』ことについてのご説 が終わ

りましたので、ここからは『顧客指導の「仕組み」づくり』

についてみて行きましょう。  

 

 私はこれまで『退職金コンサルタント』 『人事コンサル

タント』として活動をしてきましたので、顧客を指導するこ

とについては自分なりのノウハウを持っています。  

 

 たとえば、退職金のコンサルティングを場合には、次のよ

うな『５つのステップ』に分けて指導プロセスを設計してい

ます。  

【ステップ１】 現状分析  

【ステップ２】 方向性の検討  

【ステップ３】 制度設計  

【ステップ４】 移行処理  

【ステップ５】 社員との合意  

 

 また、各ステップ内での指導プロセスに関しても、それぞ

れに細かい『作業項目』が められており、その項目を順番

に実施して行けば自動的にコンサルティングが完了するよう

な『仕組み』が出来上がっています。  
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 このような『仕組み』というのは、永年のコンサルティン

グ活動をする中で体系化されてきたものであって、 初から

このようなノウハウが確立されていたわけではありません。  

 

 しかし、コンサルティング業務というのは、ある程度の経

験を積むと、ほとんど同じ作業の繰り返しであることに気づ

いてきます。  

 

 そこで、より効率的に仕事をするためにも、『仕組み』づく

りを考えるようになるのです。  

 

 もちろん、会社によって社員の年齢 給与水準など、個別

データの違いはありますが、コンサルティングの手順 検討

すべき項目に関しては、ほとんど変わりありません。  

 

 だから、あらかじめ『分析ソフト』 『設計ソフト』を開

発しておけば、あとはデータを入力するだけで、簡単にコン

サルティングができてしまうようになっているのです。  

 

 これが、コンサルタントの『型』というものです。  

 

 このように考えると、コンサルティング活動というのは、

コンサルタント独自の『型』を用いて、クライアントを主体

的・能動的に指導する取り組みと言えるでしょう。  
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 また、別の見方をすれば、コンサルティングの主導権は、

それを実施するコンサルタントの側にあることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、これまでの社労士の顧問契約はどうでしょう？  

 

 社労士の顧問契約、とりわけ人事・労務に関する相談とい

うのは、どちらかと言うとクライアント任せです。  

 

 事前に相談内容 指導項目が まっていることはなく、そ

の場その場で発生した問題を解 しているケースがほとんど

です。  

 

 だから、何も問題が発生していなければクライアントから

の相談はありませんし、社労士の方から積極的に打ち合わせ

のテーマを提案することもありません。  

 

 つまり、顧問契約の主導権は、クライアント側が握ってい

るのです。  



『『『『稼稼稼稼げるげるげるげる』』』』社労士社労士社労士社労士になるになるになるになる方法方法方法方法    購入者特典購入者特典購入者特典購入者特典ＰＤＦＰＤＦＰＤＦＰＤＦ原稿原稿原稿原稿    

©2010  Kyoji Hagiwara  All  Rights  Reserved. 23

 しかし、これからの社労士は『コンサル型の顧問契約』を

目指さなければなりません。そして、そのためには、クライ

アントを計画的に指導するための『指導ノウハウ』 『指導

プログラム』と言った『型』が必要になります。  

 

 もちろん、このレポートの後半ではその『型』をご提供し

ますので、楽しみにしていて下さいね。  

 

 

クライアント指導のポイント  

 

 ここで、クライアントを指導するためのポイントを確認し

ておくことにしましょう。  

 

 先ほど述べたことにも関係しますが、クライアントを効果

的に指導するためには、次の３つのポイントを押さえておく

必要があります。  

 

 ①指導ノウハウが確立されていること  

 ②作業項目が 確になっていること  

 ③指導の効果が測定できること  

 

 ①と②につきましては、後ほど私が開発したノウハウをご

紹介しますので、ここでは先に③について述べることにしま

しょう。  
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 先ほど私は、顧客が顧問契約に高い価値を感じない理由と

して、『効果が見えにくい』という問題点を指摘しました。  

 

 もともと、私たちは『目に見える商品』を売っているわけ

ではありませんので、効果が見えにくいというのはコンサル

タントが潜在的に抱えている問題なのです。  

 

 では、どうすれば効果を感じてもらうことができるのでし

ょうか？  

 

 それには、仕事の内容を『見える化』するしかありません。  

 

 たとえば、私が退職金コンサルティングを受注する際に使

っている『殺し文句』は、次のようなものです。  

 

 『私のコンサルティングを受ければ、貴社が将来にわたっ

て支払う退職金の金額が 1 億円以上少なくなります。これだ

けの成果が得られるとしたら、私に支払う 50 万円の報酬は高

いでしょうか？』  

 

 効果を感じてもらうというのは、このように相手にとって

のメリットをわかり すく伝えることなのです。  

 

 でも、それだけでは十分ではありません。  
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 コンサル型の顧問契約として継続的に指導を続けるために

は、指導期間が終了した時点でクライアントに『先生に指導

をしてもらって本当によかった』という満足感を持ってもら

わなければなりません。  

 

 満足感を持ってもらうために一番有効な手段は、『ギャップ

を認識させること』です。  

 

 ギャップとは、『指導を受ける前と、指導を受けた後の変化

の度合い』のこと、つまり『ビフォー・アフター』です。  

 

 この変化の度合いが大きければ大きいほど、クライアント

の満足度は高くなります。  

 

 でも、この『ギャップを認識させる』というのは、思って

いるほど簡単なことではありません。  

 

 それは、人間というのは状況にすば く適応する生き物で

すから、すぐに今の状態が当たり前だと思ってしまう傾向が

強いからです。  

 

 だから、昔のこと、とくに悪いことはすぐに忘れてしまう

ものなのです。（あなたにも、そんな経験はありませんか？） 
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 そこで必要となるのが、この『ビフォー・アフター』の効

果を測定するためのツールです。  

 

 たとえば、私が退職金コンサルティングのケースでは、コ

ンサルティング開始前と終了後に『退職金の支払い予想額』

をグラフ化したものを提示して、トータルの金額がどのよう

に変化したのかを比較してもらいます。  

 

 そして、次のように質問します。  

 

 『コンサルティング前と比べると、貴社の退職金支払い額

が総額で 1 億円以上も抑制できたことになりますが、この成

果についてどのようにお感じになりますか？』  
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 人間というのは、質問されると深く考える習性があります。

あるいは、私がこのように質問することによって、はじめて

コンサルティングの効果を認識するものなのかもしれません。 

 

 すると、クライアントから次のような言葉が発せられます。 

 

 『なるほど、たしかに凄い効果ですね。 っぱり、プロに

お いしてよかったと思います』  

 

 ここが重要なポイントです！  

 

 つまり、効果を認識したということを、自分の言葉で口に

出して言ってもらうことが大事なのです。  

 

 なぜなら、人間は自分の言葉には逆らうことができないか

らです。  

 

 『満足している』と言葉に出した瞬間、こんどは『自分は

コンサルティングを受けたことに満足しているんだ』と自分

で自分を説得するようになります。  

 

 このように、顧客指導のポイントというのは、顧客をいか

に満足させることができるか？ ということに尽きるのです。 

 

 満足をしていただければ、次の指導にもつながります。  
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 なお、コンサルティングの効果には、上記のように比較的

簡単に数値化できる『定量的な効果』と、数値化することが

難しい『定性的な効果』があります。  

 

 『定性的な効果』とは、『社員の る気がアップした』『職

場のコミュニケーションがよくなった』といったように、数

値では測定することが難しい効果のことです  

 

 では、このような効果を測定するためにはどうすればよい

のでしょうか？  

 

 こうした定性的な効果を測定するためには、アンケート調

査などをする方法が有効です。いわゆる『社員満足度調査』

のようなものを実施します。  

 

 質問項目を、たとえば 5 段階で評価するような形式のアン

ケート用紙を作成して、指導開始前と指導終了後に同じアン

ケート調査を実施して、数値の変化を比較します。  

 

 あるいは、社員を何人かピックアップしてヒアリング調査

をする方法もあるでしょう。  

 

 こうすることによって、なるべく変化の状態が見えるよう

に工夫をすることがポイントになるのです。  
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 さて、これまで顧客指導のポイントについて、以下の３つ

のことをお伝えしました。  

 

 ①指導ノウハウが確立されていること  

 ②作業項目が 確になっていること  

 ③指導の効果が測定できること  

 

それでは、ここからは上記①と②について、より詳しい内容

をお伝えすることにしましょう。  
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指導プログラムの考え方  

 

 ここでは、クライアントを効果的に指導するための『指導

ノウハウ』 『作業項目』、すなわち『指導プログラム』の考

え方についてお伝えします。  

 

 ところで、なぜ指導プログラムが必要なのでしょうか？  

 

 たとえば、こんな状況を考えてみて下さい。  

 

あるコンサルタントがＡ社では指導の成果を出すことはで

きたが、Ｂ社では成果を出すことができなかった。  

 

 もちろん、クライアントによって効果の度合いに差は生じ

ることはあるでしょうが、コンサルタントが関わる以上、何

も成果が出なかったでは許されません。  

 

このような事態が起きてしまっては、コンサルタントとし

ては失格です。  

 

 そこで、こうした事態が起きないように、コンサルタント

には『これを れば、必ずある一定の成果が得られる手法』

というのが必要になります。  

 

 それが、ここで言う『指導プログラム』です。  
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 つまり、指導プログラムとは、コンサルタントとしてきち

んとした成果を出すため、そしてコンサルティングの品質を

保証するための、コンサルタントにとっての『型』のような

ものなのです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、このような視点で考えると、私たちがクライアント

を指導するためのプログラムを考えるにあたっては、以下の

２つのポイントを満たす必要があることがわかります。  

 

 ①指導の目的 求める成果が 確であること  

 ②作業内容 作業手順が 確になっていること  

 

 では、それぞれのポイントについてご説 をして行きまし

ょう。  
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 百聞は一見にしかず、という言葉もある通り、まずは私が

行っているクライアント指導のためのプログラムの一部をご

覧いただくことにしましょう。  

 

 次ページの表は、『労働時間の改善』をテーマにした指導プ

ログラムです。  

 

 先ほど、指導プログラムを考える２つのポイントについて

お伝えしましたが、その内容がこのプログラムにどのように

反映されているか確認をしてみましょう。  

 

 『指導の目的 求める成果が 確であること』については、

労働時間管理の『機能』を らかにすることによって、この

要件を満たしています。  

 

 すなわち、『労働時間管理とは、①労働時間の設定を適正に

行い、②日々の労働時間をきちんと管理し、さらに③労働時

間を短縮するために業務効率を改善したり社員の意識変革を

促すこと』、とその目的を 確に定義をしています。  

 

 そして、『作業内容 作業手順が 確になっていること』に

ついても、それぞれのテーマに関して、どのようなツールを

使って指導をするのかについて、具体的に められています。 

（34 ページの『指導ツール一覧』をご覧下さい）  
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１  現状分析  労働時間について現状を 確

に把握する  

２  問題点・課題の 確化  労働時間の設定、管理の問題

点・課題を 確にする  

３  労働時間の再設定  法律を遵守し、業務実態を反映

した労働時間の設定を行う  

 

 

設  

 

 

定  

 

 

４  管理方法の検討  課題を解 するために適切な

労務管理の施策を行う  

１  日々の労働時間管理  毎日の労働時間を適正に管理

する  

２  労働時間の中間チェック  月の途中でチェックを行い、対

策を修正する  

３  管理者による指導  勤怠状況の悪い社員に対して、

個別の指導を行う  

 

 

管  

 

 

理  

４  月間労働時間の集計  労働時間を集計し、今後の資料

とする  

１  業務の効率化①  設備・機器導入による効率化  

 

２  業務の効率化②  パート・派遣社員の採用、業務

の外注化  

３  業務の効率化③  業務プロセス見直し  

 

 

 

改  

 

 

善  

４  会社風土の変革  タイムマネジメント研修の実

施、評価制度の見直し  
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１  現状分析  労働時間チェックシート、労働

時間管理チェックシート  

２  問題点・課題の 確化  課題抽出シート  

 

３  労働時間の再設定  労働時間設定シート  

 

 

 

設  

 

 

定  

 

 

４  管理方法の検討  管理方法見直しシート  

１  日々の労働時間管理  出勤簿  

 

２  労働時間の中間チェック  労働時間中間チェックシート  

 

３  管理者による指導  行動管理シート  

 

 

 

管  

 

 

理  

４  月間労働時間の集計  労働時間集計表  

 

１  業務の効率化①  設備・機器導入による労働時間

短縮事例  

２  業務の効率化②  パート・派遣社員、外注化によ

る労働時間短縮事例  

３  業務の効率化③  業務プロセスの見直しによる

労働時間短縮事例  

 

 

改  

 

 

善  

４  会社風土の変革  研修プログラム  

 

 



『『『『稼稼稼稼げるげるげるげる』』』』社労士社労士社労士社労士になるになるになるになる方法方法方法方法    購入者特典購入者特典購入者特典購入者特典ＰＤＦＰＤＦＰＤＦＰＤＦ原稿原稿原稿原稿    

©2010  Kyoji Hagiwara  All  Rights  Reserved. 35

指導スケジュールの立て方  

 

 さて、指導プログラム（指導ノウハウ、作業項目）の準備

ができたところで、次はこれを具体的なスケジュールに落と

して行きましょう。  

 

 スケジュールの立て方については、特に難しいことはあり

ませんので、クライアントと相談をしながら、3 か月から 6

カ月程度の期間を設定して指導に取り組むことになります。  

 

 ただし、指導期間があまり長くなりすぎると、お互いに緊

張感がなくなったり、そもそもの目的を見失ってしまう危険

性がありますので、注意して下さい。  

 

 その場合には、中間目標を設定するなど、目標を小分けに

しながら取り組むようにします。  

 

 たとえば、先ほどの『労働時間の改善』というテーマであ

れば、まずは『労働時間を適正に再設定をして、日々の労働

時間管理がきちんとできる状態』をとりあえずのゴールに設

定します。  

 

 それがきちんとできるようになってから、さらなる改善活

動として、業務の効率化 社員の意識変革に取り組むように

するとよいでしょう。  
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 また、スケジュールに関しては、『毎月 1 回打ち合わせをし

ましょう』といった曖昧な め方ではなく、あらかじめ『○

月○日の○時から○時まで』といった具合に、しっかりと

めておくことも大事です。  

 

 そうしないと、日常業務の忙しさから、打ち合わせの日程

が確保できず、スケジュール通りに指導が進められない危険

性があるからです。  

 

 人間というのは、どうしても『緊急ではないが重要な仕事』

より、『重要ではないが緊急の仕事』に追われてしまうもので

すからね。  
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定期訪問では何をすべきか？  

 

 これまで、コンサル型顧問契約を獲得するための『クライ

アント指導のポイント』 『指導プログラムの考え方』、そし

て『指導スケジュールの立て方』などについてお伝えをして

きました。  

 

 ただ、これまでお伝えしてきた内容というのは、コンサル

タントの視点で考えた、いわば理想的な指導方法です。  

 

 しかし、コンサルティング 指導の現場というのは、当た

り前のことですが、相手のあることです。  

 

 こちらが考えた筋書き通りにコトが進まないことなど、日

常茶飯事なのです。  

  

 そんな時は、いったいどうしたらよいのでしょうか？  

  

そこで、本章の 後に、あなたが実際にクライアントを指

導する際の『指導の進め方』 、『注意すべき点』についてお

話しておきましょう。  

 

 具体的な内容としては、『定期訪問で何をすればよいの

か？』というテーマについて考えてみたいと思います。  
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 ところで、あなたは顧問先を定期訪問する際に、社長（経

営者）とどのような話しをしているでしょうか？  

 

 もしかしたら、総務担当の人と手続きの話をするだけなん

てことはありませんか？  

 

 社労士の中には、定期訪問で社長に会わない人が本当に多

いようですね。  

 

 でも、これではいけません。  

 

 あなたが本気で高額顧問契約を獲得したいのであれば、こ

れからは定期訪問では必ず社長と会うようにして下さい。  

 

 まずは、これが試金石です。  

 

 もし、あなたが社長と会えないのであれば、それは社長が

あなたと会う価値がないと考えているからです。  

 

 これでは、高額顧問契約はとても望めませんよね。  

 

 何といっても、クライアント企業においては社長が 大の

キーマンなのですから、社長に満足をしてもらえなえれば、

継続的なお付き合いをしてもらうこともできないのです。  
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 では、社長と会うためには、どうすれば良いのでしょうか？  

 それは、経営に役立つ情報を提供することです。  

 

 『この社労士はいつも貴重な情報を持ってきてくれる』  

 

 そのように思ってもらえれば、社長は必ずあなたと会うた

めの時間を作ってくれるはずです。  

 

 そのためにも、常に 新の情報を入手するように、日ごろ

から勉強を欠かさないことが大切なのです。  
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 また、社長と必ず会えるようにするためには、あらかじめ

社長のスケジュールを押さえてしまっておくことも重要です。 

 

 忙しい人というのは、それこそ次から次へと新しいスケジ

ュールが入ってきてしまうものです。  

 

あるいは、忙しい人に限ってスケジュール帳に空白の日程

があると、無意識にそれを埋めようとする習性があるようで

す。（だから、どんどんスケジュールが埋まってしまうのです） 

 

 そうすると、直前になって社長とアポイントを取ろうと思

っても、なかなか日程が合わない。何とか会えたとしても、

30 分しか時間がとれないなんてことが起きてしまいます。  

 

 それでは、社長じっくりと話をすることができません。  

 社長とじっくり話せなければ、あなたの価値を感じてもら

うことも難しいでしょう。  

 

 そこで、社長とは仮のスケジュールでもよいので、向こう

3 カ月、できれば半年先まで毎月の定期訪問日を めておく

ようにして下さい。（できれば、1 回あたり 2 時間位を確保し

ていただけるのが理想です）  

 

 指導スケジュールも、場合によっては社長との面談日から

逆算して組み立てることになるかも知れませんね。  
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さて、これで毎月社長と定例のミーティングができること

になりました。  

 

 定期訪問では、どんな話をすれば良いのでしょうか？  

 

 私たちの指導というのは、平たく言えば、『改善活動』です。

そして、日々何らかの『問題解 』をしています。  

 

 こうした『改善活動』 『問題解 』にあたって大事なこ

とは、次のような『ＰＤＣＡサイクル』をきちんと廻すこと

です。  

 

 『P(Plan：計画 )』  

『D(Do：実行 )』  

『C(Check：振り返り )』  

『A(Action：新たな行動 )』  
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 ですから、社長との定期ミーティングの場においても、以

下のポイントについて話し合いをすることになります。  

 

 『前回のミーティングで めたことを実施したか？ (Do)』  

 『その結果、どうだったのか？ (Check)』  

 『なぜ、そのような結果になったのか？ (Check)』  

 『良かった点、悪かった点はどこか？ (Check)』  

 『どうすれば、もっと上手く れたのか？ (Check)』  

 『次回に向けて、どうするのか？ (Action)』  

 

 とくに、前回の打ち合わせから行った行動についての、『振

り返り』をする時間を多く設けて下さい。  

 

 それは、行動（実践）をした結果には、クライアントを効

果的に指導するためのヒントがたくさんあるからです。  

 

 たとえば、前回のミーティングで めたことを実施できな

かったのであれば、『なぜ、できなかったのか？』という原因

を追及してみて下さい。  

 

 そこには、必ずと言ってよいほど『個人能力の問題』 『し

くみ・体制の問題』、『組織・風土の問題』といった、クライ

アント企業にとってより本質的で重大な問題が隠れているも

のだからです。  
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 さて、ここで本章のまとめをしておきましょう。これまで

お伝えした主な内容は、次の通りです。  

 

＜高額報酬を獲得する＞  

 

■あなたの報酬が安いのは、あなたが提供している商品 サ

ービスに付加価値が不足しているからである  

 

■その理由は、社労士の顧問契約は『何をしてくれるのかわ

からない』『効果が見えない』『たんなる手続き屋さん』だ

と思われていることにある。  

 

■社労士が高額顧問を獲得できない大きな理由の一つは、『お

金に対する罪悪感』を持っていることである。  

 

■高額報酬を得るためには、まず『安売りをしない』と め

ることが大事である。そうすることによって、サービス内

容が 確になり、顧客にとってもメリットを提示できるよ

うになる。  

 

■これからの社労士は、10～20 名の小さな会社でなく、中堅

（100～200 名）規模の会社をターゲットにすべきである。 

 

■これからの社労士の顧問契約は、『コンサルティング型』に

なるべきである。  
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＜顧問指導の「仕組み」づくり＞  

 

■コンサルティング活動とは、コンサルタント独自の『型』

を用いて、クライアントを主体的・能動的に指導する取り

組みである。（主導権はコンサルタントにある）  

 

■一方、これまでの社労士の顧問契約の主導権は、クライア

ント側が握っていた。  

 

■しかし、これからの社労士は『コンサル型の顧問契約』を

目指さなければならないので、クライアントを指導するた

めの『指導ノウハウ』 『指導プログラム』が必要になる。  

 

■クライアントを効果的に指導するためには、①指導ノウハ

ウが確立されていること、②作業項目が 確になっている

こと、③指導の効果が測定できること、が必要である。  

 

■指導の効果を測定するためには、ツールが必要である。  

 

■指導プログラムとは、『これを れば必ずある一定の効果が

得られる手法』のことである。  

 

■指導スケジュールは、クライアントと相談をしながら、3

か月から 6 カ月の範囲で める。その際には、具体的な日

程まで めておく。  
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■高額報酬を獲得するためには、毎月必ず社長と会わなけれ

ばならない。  

 

■社長と会うためには、経営に役立つ 新情報を入手してい

る必要がある。  

 

■社長との面会スケジュールは、半年先まで めておく  

 

■定期訪問では、『ＰＤＣＡサイクル』を廻すように指導をす

る。とくに、Check（振り返り）に重点を置き、その原因

を掘り下げる。  
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高額報酬を獲得するための 

【指導プログラム】 
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◆就業規則や人事制度では上手く行かない理由 

 

 突然ですが、私たち社労士がクライアントを指導する目的

とは、いったい何でしょう？ 

 

 もちろん、法律を遵守し、正しい労務管理をするためです

よね。 

 

 それでは、さらにお伺いしましょう。 

 

 なぜ、企業は正しく労務管理をしなければならないのでし

ょうか？ 

 

 法律で まっているからですか？ 

 

 それも大事なことですが、それだけではありませんよね。 

 

 企業の究極の目的は、収益をあげることです。 

 そして、その収益をあげているのは社員です。 

 

 だから、企業は社員に る気をもって働いてもらう必要が

あります。 

 

そして、そのために企業は『社員が働き すい環境』を整

える必要があるのです。 
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 このように考えると、私たち社労士が顧問として行うべき

ことが見えてくるでしょう。 

 

 それは、『社員が働き すい環境をつくる』ために、社内の

制度 仕組みを整備するお手伝いをすることです。 

 

 就業規則を作成したり、人事制度を整備することも、すべ

てこの目的のために実施する『手段』にすぎないのです。 

 

 

 それでは、『社員が働き すい環境をつくる』というのは、

いったいどういうことなのでしょうか？ 

 

 

 たとえば、社員が 10 人以上になると、法律上、就業規則の

作成・届出が必要になります。 

 

 これは社員が 10 人になれば、何らかのルールが必要だから

でしょう。 

 

 また、社員が概ね 100 人を超えると、給与制度 評価制度

などの人事制度（しくみ）も必要になります。 

 

この規模になると社長の目が行き届かなくなるので、しく

みで動かさなければならないからです。 
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 このような理由から、私たち社労士は就業規則の作成をし

たり人事制度の導入をしたりしているわけです。 

 

 でも、ここで忘れてはいけない重要なことがあります。 

 

 それは、社員が１人でもいれば、採用から退職にまつわる

『人事労務管理に関する日常業務（日々の仕事）』が発生する

ということです。 

 

 このことをわかり易くご理解をいただくために、下図をご

覧下さい。 

 

 

 

  社員 100 人以上     しくみ 

                    （人事制度） 

社員 10 人以上      ルール 

                   （就業規則） 

社員１人以上 

       日々の仕事 
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 ここで、『採用』を例にとってみましょう。 

 

 社員を採用するためには、『募集』『選考』『契約』といった

ステップを踏まなければなりません。 

 

『募集』については、求める人材の条件を設定したり、求

人媒体の選択をする必要があるでしょう。 

 

そして、応募者から『選考』をするために履歴書のチェッ

ク 面接をしなければなりません。 

 

また、『契約』するためには内定を出したり、労働条件を通

知することも必要です。 

  

しかし、『採用』について就業規則では、提出書類は何が必

要で、それをいつまでに出すといったことしか記載がありま

せん。 

 

まして 人事制度では、採用の『さ』の字すら触れられて

いません。上記のような日常業務をどのように行えばよいか

についての記載は一切ないのです。 

 

ここに、就業規則 人事制度だけでは正しく労務管理がで

きない理由があります。 
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 人事労務管理に関する日々の仕事を理解せずに、ただ一方

的に就業規則 人事制度を導入して、もうまく運用できるわ

けがないのです。 

 

 そこで、就業規則でも人事制度でもない、日々の労務管理

の仕事をマネジメントするための『第３のシステム』が必要

になるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、クライアントを正しく指導するためには、就業規則

人事制度のほかに『第３のシステム』が必要だ、というこ

とはご理解頂けたでしょうか？ 

 

ところで、この『人事労務管理に関する日常業務』の内容

をきちんと理解できている社労士（コンサルタント）はいっ

たいどれだけいるのでしょうね？ 

 

 私は、ここに大きな問題があると考えているのです。 

日々の人事労務管理の仕事 

就業規則  
（ルール）  

人事制度  
（しくみ）  
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◆１２スクエア・メソッドとは？ 

 

 クライアントを指導するためには、日常の労務管理に関す

る知識が必要なことはご理解いただけたと思います。 

  

 では、どうすれば人事労務管理に関する日常業務を、誰で

もがカンタンに指導できるようになるのでしょうか？ 

 

 私は、これまでのコンサルティング活動で思考錯誤をした

結果、すばらしい手法（メソッド）を編み出すことに成功し

ました。 

 

 それが、『１２×１２（トゥエルヴ・スクウェア）メソッド』

です！ 

 

 これは、新人社労士でもベテランでも、誰でもが簡単にク

ライアントの日々の労務管理を指導できる、これまでにない

画期的なコンサルティング手法です。 

 

 それでは、これからその手法（メソッド）をたっぷりとお

伝えすることにしましょう。 

 

 

 

 



『『『『稼稼稼稼げるげるげるげる』』』』社労士社労士社労士社労士になるになるになるになる方法方法方法方法    購入者特典購入者特典購入者特典購入者特典ＰＤＦＰＤＦＰＤＦＰＤＦ原稿原稿原稿原稿    

©2010  Kyoji Hagiwara  All  Rights  Reserved. 53

１２スクエア・メソッドでは、採用から退職までの雇用管

理項目を次のような【４つの領域】に分類し、各領域をそれ

ぞれ【３つの分野】で構成しています。 

 

そして、以下のような、【４つの領域】×【３つの分野】＝

【１２のテーマ】について雇用管理を実践しようというもの

です。 

 

 

雇用管理の４つの領域 ４つの領域×３つの分野 

＝１２のテーマ 

１－１ 採用 

１－２ 異動（昇進） 

１．人の動きの管理 

１－３ 退職 

２－１ 労働時間 

２－２ 有給休暇 

２．労働時間の管理 

２－３ 育児・介護休業 

３－１ 給与の 定 

３－２ 賞与の 定 

３．お金の管理 

３－３ 給与・賞与の支払 

４－１ 社員教育 

４－２ 安全衛生 

４．職場環境の管理 

４－３ 懲戒（ペナルティ） 
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 よく考えてみれば、企業にとって『人を雇う』ということ

は、結局のところ次の４つの管理をすることに他なりません。 

 

（１）人を動かす 

（２）時間を拘束して働かせる 

 （３）労働の対価としてお金を支払う 

 （４）働き すい職場環境を整備する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そこで、この４つの視点から日常の雇用管理業務を再構築

したのが『12 スクエア・メソッド』なのです。 

 

 

人を雇う 

人を動かす 

職場環境の

整備  
働かせる 

お を支払う 
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 これまでは、社労士が人事・労務管理の指導（いわゆる 3

号業務）をするといっても、いったい何をどうすれば良いの

わからないという方も多かったと思います。 

 

しかし、上記のように体系化することによって、私たちが

具体的に『何を指導すべきか』というテーマが 確になりま

した。 

 

 また、『12 スクエア・メソッド』では、各テーマ（たとえ

ば採用など）をさらに 12 の実践アクション項目（３つの機能

×４つのアクション）で細分化して、よりきめ細かい雇用管

理を実現しています。 
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 たとえば、先ほどお伝えしたように、採用には『募集』『選

考』『契約』という３つの大きな機能があります。 

 

そして、募集するためには『採用プロセスを設計』『採用方

針の検討』『募集方法の検討』『募集実施』といった、その機

能を実現するための具体的なアクションが必要になります。 

 

 こうした一つ一つの細かいアクション項目の集合体が、実

は本当の雇用管理のノウハウなのです。 

 

■採用に関する管理項目 

採用の３つの機能 採用に関する 12 のアクション項目 

１－１ 採用プロセスの設計 

１－２ 採用方針の検討 

１－３ 募集方法の検討 

１．募集 

１－４ 募集実施 

２－１ 書類選考 

２－２ 面接準備 

２－３ 面接実施 

２．選考 

２－４ 採用者 定（内定） 

３－１ 内定式の実施 

３－２ 入社までの定期フォロー 

３－３ 入社式の実施 

３．契約 

３－４ 労働契約の締結 
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１つのテーマ（たとえば採用）は、それぞれ『３つの機能』

で整理されており、機能ごとに『４つのアクション』項目を

設定してあります。（3×4＝12 のアクション項目） 

 

 このように、『12×12（12 スクエア）・メソッド』では、ク

ライアント企業の雇用管理の状態を、【12 のテーマ】×【12

のアクション項目】＝【144 項目のアクションリスト】でチ

ェックしながら、指導・改善を実施していくのです。 

 

 

 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

①             

②             

③             

④             

⑤             

⑥             

⑦             

⑧             

⑨             

⑩             

⑪             

⑫             
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№ 質　　　問 回答

1 書類審査の内容、面接回数、筆記試験・適性検査の有無が 確になっていますか

2 必要な人材の知識、経験、能力などが 確になっていますか

3 複数の募集手段（ハローワーク、求人誌、インターネット等）を使い分けていますか

4 募集問合せの担当者を置いていますか

5 履歴書のチェックポイントを知っていますか

6 面接の手順 質問内容が統一されていますか

7 応募者の本音を引き出すための雰囲気づくりなどの工夫していますか

8 面接チェックシート 選考一覧表等を使用していますか

9 内定を書面で通知したり、内定式を実施していますか（定期採用）

10 入社までに定期的にフォロー 情報提供をしていますか

11 入社式は社員にとって印象に残るイベントになっていますか

12 労働条件を 示し契約書を交わしていますか

①①①①　　　　採採採採　　　　用用用用

 それぞれのテーマについては、以下のような質問項目が準

備されており、その結果をレーダーチャートで表示できるよ

うな分析ツールも用意されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、次ページより具体的な『指導テーマ』と『指導

項目』についてご紹介することにしましょう。  
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◆１２の指導プログラムを特別公開 
 

①採用に関する指導項目 

採用の３つの機能 採用に関する 12 のアクション項目 

１－１ 採用プロセスの設計 

１－２ 採用方針の検討 

１－３ 募集方法の検討 

１．募集 

１－４ 募集実施 

２－１ 書類選考 

２－２ 面接準備 

２－３ 面接実施 

２．選考 

２－４ 採用者 定（内定） 

３－１ 内定式の実施 

３－２ 入社までの定期フォロー 

３－３ 入社式の実施 

３．契約 

３－４ 労働契約の締結 

 

採用に関しては、『応募者が集まらない』『採用してもすぐに辞めて

しまう』『期待どおりに働かない』『同じタイプの人間ばかり集まって

しまう』『採用条件をめぐってトラブルになる』といった問題が発生し

ています。  

 こうした問題が起きる原因として、『募集方法が適切でない』『面接

での意思疎通ができていない』『採用基準があいまい』『好き、嫌いで

採用している』『労働条件を 示していない』などが考えられます。  
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②異動（昇進）に関する指導項目 

異動の３つの機能 異動に関する 12 のアクション項目 

１－１ 実施目的の確認 

１－２ 登用基準の確認 

１－３ 人事情報の確認 

１．選出 

１－４ 候補者の選定 

２－１ 審査 

２－２ 定 

２－３ 社内調整 

２． 定 

２－４ 実施スケジュール 

３－１ 打診（内々示） 

３－２ 内示 

３－３ 引継ぎ指導 

３．実施 

３－４ 発令 

 

 異動（昇進）に関しては、『年齢 勤続年数だけで昇格させてしまう』

『なんでアイツが？という不平・不満が蔓延している』『昇格させても

仕事の質が変わらない』『役職手当に不公平感がある』『昇格に魅力を

感じない』といった問題が発生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『昇格基準があいまい』『機会が

均等に与えられていない』『社内の調整ができていない』『本人の自覚

を促していない』『昇格に見合った手当となっていない』などが考えら

れます。  
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③退職に関する指導項目 

退職の３つの機能 退職に関する 12 のアクション項目 

１－１ 事由の確認 

１－２ 区分の確認 

１－３ 区分の適用 

１．合意 

１－４ 退職日・退職理由の確定 

２－１ 社内申請と 裁 

２－２ 後任の検討 

２－３ 退職辞令発令 

２．社内処理 

２－４ 業務引継ぎ指導 

３－１ 給与の清算 

３－２ 退職金の支払い 

３－３ 労働・社会保険手続き 

３．手続き 

３－４ 貸与品の回収 

 

 退職に関しては、『退職理由についての見解が一致しない』『業務の

引き継ぎがきちんと行われていない』『有給休暇の消化でもめる』『会

社の機密情報 顧客リストを持ち出す』『退職金を規程どおりに支払わ

ない』といった問題が発生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『退職日、退職理由を 確にした

書面を交付していない』『業務引継書の作成を指示していない』『退職

に関する話し合いが十分になされていない』『リスク管理が不十分』『退

職金規程を正しく理解していない』などが考えられます。  
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④労働時間に関する指導項目 

労働時間の 

３つの機能 

労働時間に関する 12 のアクション項目 

１－１ 現状分析 

１－２ 問題点・課題の 確化 

１－３ 労働時間の再設定 

１．設定 

１－４ 管理方法の検討 

２－１ 日々の労働時間管理 

２－２ 労働時間の中間チェック 

２－３ 管理者による指導 

２．管理 

２－４ 月間労働時間の集計 

３－１ 業務効率化① 

３－２ 業務効率化② 

３－３ 業務効率化③ 

３．改善 

３－４ 会社風土の変革 

 

 労働時間に関しては、『残業代をきちんと払っていない』『サービス

残業が多い』『生活残業をする社員がいる』『長時間労働でメンタルヘ

ルスになる社員がいる』『労基署から指導を受けた』といった問題が発

生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『労働時間の設定が適切でない』

『労働時間の集計が正しく行われていない』『管理職がきちんと労働時

間を管理していない』『だらだらと残業をする会社風土がある』『労働

時間短縮のための施策を何も行っていない』などが考えられます。  
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⑤有給休暇に関する指導項目 

有給休暇の 

３つの機能 

有給休暇に関する 12 のアクション項目 

１－１ 年次有給休暇の繰越処理 

１－２ 本年度発生分の算定 

１－３ 年休日数の確定 

１．管理 

１－４ 本人への通知 

２－１ 届出書面の整備 

２－２ 事前届出の徹底 

２－３ 取得マナーの浸透 

２．取得 

２－４ 部門内での計画的取得 

３－１ 年休取得率の算出 

３－２ 低取得率者のピックアップ 

３－３ 上司、本人への指導 

３．促進 

３－４ 年休取得キャンペーン実施 

 

 年次有給休暇に関しては、『消化率が低い』『当日の朝に休暇を請求

する社員が多い』『保有日数の管理ができていない』『非正規社員に年

休を与えていない』『年休の買い上げを行っている』などの問題が発生

しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『年休を取りにくい雰囲気があ

る』『申請・届出のルールが守られていない』『経営者、管理者の理解

が不十分』『欠勤日を年休に振り替えるルールがあいまい』『法律知識

の不足』などが考えられます。  
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⑥育児・介護休業に関する指導項目 

育児・介護休業の 

３つの機能 

育児・介護休業に関する 

12 のアクション項目 

１－１ 法令の正しい理解 

１－２ 規程類の整備 

１－３ 労使協定の締結 

１．整備 

１－４ 社員への周知 

２－１ 申請 

２－２ 承認・通知 

２－３ 休業中の管理 

２．運用 

２－４ 復帰後のフォロー 

３－１ フレキシブルな勤務制度 

３－２ 職場復帰プログラム整備 

３－３ 費用の会社補助 

３．拡充 

３－４ ワークライフバランス実現 

 

 育児・介護休業に関しては、『育児休業なんてとんでもないという風

潮がある』『社員も取得をあきらめている』『社員から休業したいと言

われても、どうすれば良いのかわからない』『復帰しても長続きせずに

辞めてしまう』といった問題が発生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『法令の趣旨を正しく理解してい

ない』『社員に休業制度があることを周知していない』『申請書類、手

続きの方法などが整備されていない』『休業中の情報提供が不十分』『復

帰後の支援策が不十分』などが考えられます。  
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⑦給与に関する指導項目 

給与の３つの機能 給与に関する 12 のアクション項目 

１－１ 採用時の設定 

１－２ 昇給ルールの 確化 

１－３ 査定の実施 

１．基本給 

１－４ 昇給額の 定 

２－１ 目的の確認 

２－２ 支給対象条件の確認 

２－３ 金額の設定 

２．諸手当 

２－４ 申請書類の整備 

３－１ 1 月 扶養変動の確認 

３－２ 4 月 扶養変動、住所変更 

３－３ 5 月 昇給者の確認 

３．定期確認 

３－４ 随時 申請書類のチェック 

 

 給与（の 定）に関しては、『入社時期によって給与がばらついてい

る』『誰をいくら昇給すべきか毎年悩む』『昇給しても社員が不満を持

っている』『意図の不 な手当が存在している』『不要な手当をずっと

支払っている』といった問題が発生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『採用時の給与の め方に統一性

がない』『昇給についてのルールが未整備』『昇給の意義が社員に伝わ

っていない』『手当の申請手続きがきちんとされていない』『手当の支

給要件が守られていない』などが考えられます。  
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⑧賞与に関する管理項目 

賞与の３つの機能 賞与に関する 12 のアクション項目 

１－１ 支給方針の検討 

１－２ 前年実績、直前額の確認 

１－３ 支払可能額との調整 

１．原資 

１－４ 本年支給総額の 定 

２－１ 評価結果の確認 

２－２ 金額への落とし込み 

２－３ 全体調整 

２．配分 

２－４ 個別金額 定 

３－１ 支給方法の 定 

３－２ 朝礼の実施 

３－３ 伝達者の確認 

３．実施 

３－４ 個人別通知 

 

 賞与（の 定）に関しては、『社員のがんばりが賞与に反映されない』

『原資の適正な配分ができない』『賞与の査定に不満がある』『賞与を

支給しても動機づけに結びつかない』『賞与の時期になると社員がそわ

そわする』といった問題が発生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『総原資を める指標がない』『給

与を基準に賞与を めている』『評価、査定の方法がオープンになって

いない』『会社の概況 査定の結果が本人にフィードバックされていな

い』『賞与の支給日が まっていない』などが考えられます。  
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⑨賃金・賞与支払いに関する指導項目 

賃金・賞与支払いの 

３つの機能 

賃金・賞与支払いに関する 

12 のアクション項目 

１－１ 退職者、採用者の反映 

１－２ 変動した手当の確認 

１－３ 変動賃金の計算 

１．支給 

１－４ 支給額の 定 

２－１ 法定控除項目の確認 

２－２ 法定外控除項目の確認 

２－３ 控除額の 定 

２．控除 

２－４ 賃金台帳の作成 

３－１ 細書の作成 

３－２ 支給手続き 

３－３ 細書の交付 

３．支払い 

３－４ 給与総額の集計 

 

 給与・賞与支払いに関しては、『手当などの支給漏れ（支給停止漏れ）

がある』『控除金額の間違い』『違法な欠勤控除などを行っている』『割

増賃金が正確に計算されていない』『人件費についての見通しが立たな

い』といった問題が発生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『入退社 異動などの連絡が不徹

底』『チェックの仕組み（体制）がない』『法律知識の欠如あるいは無

視』『総人件費等のデータを経営資料として作成していない』などが考

えられます。  
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⑩社員教育に関する指導項目 

社員教育の 

３つの機能 

社員教育に関する 

12 のアクション項目 

１－１ 研修ニーズの整理 

１－２ テーマ・対象者・内容検討 

１－３ 年間計画の作成 

１．計画 

１－４ 実施計画の作成 

２－１ 受講案内・指示 

２－２ 受講者アンケート 

２－３ 受講報告 

２．実施 

２－４ 研修効果の確認 

３－１ 人材育成に関する情報収集 

３－２ 研修カリキュラムの見直し 

３－３ 体系化の検討 

３．改善 

３－４ 研修受講機会の公平化 

 

 社員研修に関しては、『幹部社員が育たない』『社内での教育体制が

ない』『技術 ノウハウが伝承されない』『研修に出しても効果がない』

『一部の まった社員しか研修を受けていない』といった問題が発生

しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『社員に求める能力が 確でな

い』『社員教育は投資ではなくコストだと考えている』『社内に教える

風土がない』『社員に研修の意義が伝わっていない』『全社員に教育の

機会が均等に与えられていない』などが考えられます。  
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⑪安全、衛生に関する指導項目 

安全・衛生の 

３つの機能 

安全・衛生に関する 

12 のアクション項目 

１－１ 組織づくり 

１－２ 管理者の選任 

１－３ 任命 

１．組織化 

１－４ 組織の公表 

２－１ 安全衛生教育 

２－２ 健康診断の実施 

２－３ 委員会の開催 

２．活動 

２－４ キャンペーン等の活動 

３－１ 啓蒙活動 

３－２ 提案の募集 

３－３ 外部機関との連携 

３．改善 

３－４ 職場環境の改善 

 

 安全・衛生に関しては、『安全衛生に関する管理者がいない』『健康

診断を実施していない』『残業 休日出勤による過労を見過ごしてい

る』『うつ病の社員がいる』『安全衛生に対する意識が低い』といった

問題が発生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『安全衛生管理が会社の義務であ

ることを理解していない』『健康診断が会社の義務であることを知らな

い』『メンタルヘルスについての理解不足』『メンタルヘルスに関する

相談窓口がない』『安全衛生教育を行っていない』などが考えられます。 



『『『『稼稼稼稼げるげるげるげる』』』』社労士社労士社労士社労士になるになるになるになる方法方法方法方法    購入者特典購入者特典購入者特典購入者特典ＰＤＦＰＤＦＰＤＦＰＤＦ原稿原稿原稿原稿    

©2010  Kyoji Hagiwara  All  Rights  Reserved. 70

⑫懲戒に関する指導項目 

懲戒の３つの機能 懲戒に関する 12 のアクション項目 

１－１ 対象事案のピックアップ 

１－２ 対象となる事由の確認 

１－３ 本人からのヒアリング 

１．事実確認 

１－４ 関係者からのヒアリング 

２－１ 過去の事案との比較 

２－２ 特別な事情の検討 

２－３ 処分案の作成 

２．検討 

２－４ 従業員代表の意見 

３－１ 処分の 定 

３－２ 本人への通知 

３－３ 社内公表 

３．実施 

３－４ 処分の実施 

 

 懲戒に関しては、『同様の行為が懲戒の対象になったり、ならなかっ

たりする』『処分内容に不満を持っている』『注意 指導なしにいきな

り処分をしてしまう』『経営者だけの判断で処分を めている』『社内

に憶測 風評が流れる』といった問題が発生しています。  

 こうした問題が起きる原因として、『懲戒の対象となる行為について、

認識があいまい』『事実関係について本人から事情聴取 弁 の機会を

与えていない』『会社としての管理責任を自覚していない』『懲戒委員

会が設置されていない』『処分を社内に公表していない』などが考えら

れます。  
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 さて、私が考案した『１２スクエア・メソッド』はいかが

でしたでしょうか？  

 

 これまで、『雇用管理の指導ノウハウ』といっても、いった

いどんな項目について、何を指導すればよいのかわからない

という人も多かったと思います。  

 

 しかし、このメソッドを活用すれば、少なくてもクライア

ントに対して『何を るのか？』『どんな効果があるのか？』

ということについて、 確に説 できるようになるはずです。 

 

 それができるようになれば、顧客からの理解 納得が得ら

れ、あなたも高額な顧問契約を獲得できるようになるのです。 

 

 本レポートで私があなたに本当にお伝えしたかったことは、 

 『高額顧問契約を獲得するためには、中堅規模の会社をタ

ーゲットにしなければならない。そのためには、きちんとし

た指導ノウハウ（武器）を持つべきである！』  

ということです。  

 

 本メソッドを活用して、あなたも高額顧問契約をガンガン

獲得して下さい！  

 

『他人より年商 10 倍「稼げる」社労士になる方法』 

著者 萩原京二 


