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パワハラ予防カード好評発売中！

健康で活き活き自分らしく！

定価 3,300円（税込）

【パワハラ防止法の施行】

2020年6月1日（中小企業は
2022年4月1日）、パワハラ防
止法が施行されました。職場
のいじめ・嫌がらせの増加傾
向に歯止めをかけるために、
職場においてパワハラを予防、
防止するための措置が義務
化されました！

【パワハラの予防に向けて】
パワハラはルールや防止措

置だけでは根絶することが困
難です。それは、パワハラが
起こる要因は、人の「感情」の
問題だからです。
パワハラを発生させないた
めには、働く人たちにとって安
心・安全な職場（パワハラが起
こりづらい環境）をどのように
つくるかがポイントになります。
そのためには、「望ましい組
織の在り方」を明確にすると同
時に、なぜ、人は怒りという感
情を持つのかという理解、人と
人との関わりの質（関係の質）
を高めていくことが重要であり、
パワハラの予防につなげてい
くことができます。

【パワハラ予防カードとは】
パワハラ予防カードは、パワ
ハラを未然に防ぐために知っ
ておくべき知識と実践項目を
厳選・順序化して55枚のカー
ドにしたものです。

ぜひパワハラ予防カードを
活用して、働きがいのある生
産性の高い理想の職場を皆
さんで作っていってください。

パワハラのない
理想の職場づくりをしましょう！

前回は人間関係の質を向上させる１４の実践項

目のうち、リフレーミング（認知の転換）とアサーショ

ンについて紹介しました。今回は❶関心を持つ❷

自ら話しかける❸話を聴くについてお伝えします。

部下に対して苦手意識があると、「苦手」→「距離

をおく」→「理解しづらい」→「苦手」という悪循環に

陥り、人間関係がどんどん薄れ、お互いにストレス

と誤解が生じることがあります。

「愛」の反対は「無関心」と言った人がいます。つ

まり、関心を持つことは愛情表現のひとつと言えま

す。部下に関心を持つことは、部下の考え方、好み

、文化的な背景などに興味を持つということです。

興味を持つと部下に質問をしたくなり、自然と距離

も近くなります。これまでの関係で嫌だな、苦手だ

なと思っていた部下のパーソナルな背景を知ると、

自分との共通点がわかったり、意外と好ましい側面

が見えたりして、親しみが湧いてきます。部下に関

心を持って理解することは関係の質を向上させるた

めの出発点になります。ですから14項目の1番目に

置いています。

部下にあいさつをしたり、無難な天気の話でも構

わないので自ら話しかけることは、些細ないことでも

大切です。特に、苦手な部下、言葉を交わしたこと

が少ない部下には積極的に話しかけるようにして欲

しいものです。

自らアクションを起こすと、部下との関係を変える

きっかけになります。部下は上司から話しかけられ

ると、自分は気づかってもらえている、居場所があ

る、価値ある存在なんだということを感じます。部下

がそのような気持ちを持つと、上司との関係性は良

くなっていきます。

傾聴とは、相手の話に真摯に耳を傾け、最後まで

共感するように聴くことです。傾聴のポイントは次の

とおりです。

①穏やかに相手の眼を見る（凝視しない）

②部下の話をそのまま受け止める（受容）

③部下の話をさえぎらずに最後まで聴く

④部下の気持ちを共感するように聴く

⑤うなずきや相づちを打つ

⑥相手の気持ちのこもった言葉を拾ってそのまま

返す（オウム返し）

⑦話の節目で相手の言いたいことを要約して返す

なお、④の「共感」ですが「同調」する必要はありま

せん。部下の話の内容に偏りがあったり、同意でき

るものでなかったとしても、一つの意見、考えである

ことを認めて、一旦、受け止めます。そうすることで

部下は話を聴いてくれたことを実感でき、より人間

関係が深まります。①～⑦はスキルではありますが

、部下に関心を持って聴けば意識せずとも自然に

できるようになります。

次回は❹意見や提案を尊重する❺質問する❼承

認するについて解説をします。

Ⅰ．関心を持つ

Ⅱ．自ら話しかける

Ⅲ．話を聴く（傾聴）



労働関係法令等の最近の動き

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報

～令和４年１０月から変わります～
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件

令和４年１０月からの育児介護休業法の改正（出生時育児休業（産後パパ育休）の創設、育児休業の分割取得等）

に伴い、社会保険料の免除要件が改正となりました。出生時育児休業に限らず、社会保険料免除の対象となる育児

休業すべてに共通する要件となります。

一見、非常に複雑で分かりにくい免除要件となっており、育児休業を申出する本人も、手続を行う総務担当者も悩ま

れるのではないかと思います。

本号では、弊社の担当者がQ&Aを調べたり、各方面へ問い合わせを行った結果をご紹介いたします。

上記リーフレットの「月額保険料」とは、毎月の報酬（給与）に賦課される社会保険料のことです。

簡単に言えば、改正により、月額保険料は免除要件が緩和され、賞与保険料は免除要件が厳格になりました。

項 目
免除要件

改正前 改正後

月額保険料（給与）

育児休業等を開始した日の属する月から
その育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月まで
→ つまり、月末が育児休業であれば当

月の社会保険料が免除される

左記（月末が育児休業）

又は

同月中に14日以上の育児休業

賞与保険料 上に同じ

育児休業の期間が
暦日で１ヵ月を超え、月末を含む場合

→ 月末のみでは免除されない
→ 産後パパ育休（最大28日）で

賞与保険料の免除は不可能

上表の免除要件における育児休業の取得日数に関する注意点は次のとおりです。

ケース 月額保険料（給与） 賞与保険料

２つ以上の育児休業があり、連続していない（それらの間に非
休業日が有る）場合に休業取得日数を通算できるか？

同月内※であれば
通算可能

通算14日以上で免除
「合計育児休業等日数」

通算不可
連続1ヵ月超で免除

休業期間中に勤務した日（休業申出時の就労予定日数）は
休業取得日数から除かれるか？

勤務日を除いて
14日以上で免除

産後パパ育休以外の
育児休業で予定され
た就労はそもそも不可

※同月内・・・複数の育児休業について、いずれも同月内に開始日・終了日が含まれていること

● １２月以降の雇用調整助成

金 助成率を引き下げへ

厚生労働省は、コロナ禍で

助成内容を拡充している雇用

調整助成金について、今年１

２月から原則として通常の制度

に戻す方針を明らかにしまし

た。助成の日額上限は中小企

業・大企業ともに８,３５５円とし

つつ、助成率は中小企業は３

分の２、大企業は２分の１に引

き下げられます。

特に業況が厳しい事業主に

対しては、来年１月末まで助成

額を上乗せする経過措置が設

定されており、売上高などの生

産指標が直近３ヵ月の月平均

で前年、前々年、または３年前

同期比で３０％以上減少して

いるケースが対象となります。

この場合、助成上限額は９,００

０円で、助成率は中小企業が

１０分の９、大企業が３分の２、

解雇を行った事業主の場合は

順に３分の２、２分の１とされて

います。

● 小学校休業等対応助成金

３月末まで延長

新型コロナウイルス感染症の

影響で小学校などが臨時休業

した場合に、子どもの保護者

に対して年次有給休暇とは別

に有給の休暇を取得させた企

業に支給される小学校休業等

対応助成金については、支給

対象となる休暇取得期間を来

年３月末まで延長する方針とさ

れています。日額上限額は８,

３５５円と維持されています。

一方、緊急事態宣言の対象

区域などの事業主へ日額１万

２千円まで支給する特例措置

については、１１月末で廃止と

されています。
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

２０２３年４月１日より月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が中小企業であっても、５０％

（従来２５％）に引き上げられます。

➢ 月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げについて

〔質問〕

当社は中小企業ですが、月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられる

のはいつからですか？

また、月６０時間のカウント方法についても教えて下さい。

〔回答〕

中小企業については、猶予措置の適用が２０２３年３月３１日で終了し、２０２３年４月１

日より、月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が５０％以上へ引き上げられます。

なお、カウント方法は下記にまとめましたのでご参照下さい。

月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げについて

深夜（２２：００～５：００）の時間帯に１ヵ月６０時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、 深夜割増率２５％以

上＋時間外割増率５０％以上＝７５％以上で計算した割増賃金の支払いが必要となります。

➢ 月６０時間を超える時間外労働のカウントのルールについて

今回の回答者

社会保険労務士

大原 誠

１ヵ月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の初日などにすることが考えられま

す。 また、１ヵ月の法定時間外労働の算定には、法定休日に労働を行う法定休日労働の時間数は

含まれません。なお、深夜労働に対する割増賃金は月の残業時間に関わりなく従来通り（２５％）適

用されます。

６０時間には含まない
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総務のお仕事カレンダー 2022年12月・2023年1月
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社労士法人

株式会社株式会社
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１２月１２日（月）

１１月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■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付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.html

１月４日（水）

１１月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

１月１０日（火）

１２月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■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付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.html

１月３１日（火）

１２月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

法定調書（源泉徴収票、報酬支払調書、法定調書合計表）の提出

■参考リンク：国税庁「法定調書の種類および提出期限」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/01.htm

給与支払報告書の提出

■参考リンク：名古屋市「「給与支払報告書」について」

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-4-11-2-0-0-0-0-0-0.html

［１］ 賞与支払届の提出

従業員に賞与を支給した場合、支給日から５日以内に年金事務所（健康保険組合に加入している場合は健康保険

組合）へ賞与支払届を提出する必要があります。

■ 参考リンク：日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html

［２］ 年末調整

年末調整に係る資料の回収・申告漏れのチェック等の作業は順調でしょうか？各従業員から必要に応じて「給与所

得者の扶養控除等（異動）申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得

金額調整控除申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控

除申告書」等を回収する必要があります。

■ 参考リンク：国税庁「年末調整がよくわかるページ」

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htmi

［３］ 仕事納め

１年の終わりに向けて慌ただしさが増す中、お歳暮の準備、年賀状のチェックと発送、取引先等の年末年始休暇の

確認など、社内外で仕事納めに向けて様々な準備が必要となります。

［４］ 来年度の会社カレンダーの準備

１月１日起算で会社の年間カレンダーを作成している場合は、来年度の祝日等を確認しつつ速やかに作成しましょう。

同起算日で１年単位の変形労働時間制に関する労使協定、３６協定を締結している場合は、協定の更新も忘れずに

行いましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

令和４年最後のデライトニュースです。今年一年を振り返ってみると、個人的には「病院にかかること

が増えた一年」でした。何か深刻な病気を患ったわけではありませんが、からだの不調が思った以上

に長引いたり、不調の原因が思い当たらなかったり、何となく気になって『病院行っといたほうがいい

かも...』と心配してしまいます。で、実際に検査をして頂くと、大抵の場合は「異常ナシ。至って健康。と

りあえず様子を見ましょう！」とあっけなく話が終わってしまいます。何事も無くて良かった、という反面

、解決策が分からなくて困る、という気持ちにもなります。とはいえ、多少の不調であればうまく付き合

っていくことも、これから更に年齢を重ねるに向けて身に着けるべき生き方のコツなのかなと、何だか

しみじみ考えてしまいます。ひとまず、来年の初詣は健康第一を願って参拝しようと思います。

今年も１年大変お世話になりました。来年もまた、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げま

す。皆様もどうぞよい新年をお迎えください。（四）

『キャリアをつくる独学力』

高橋 俊介・著 2022.9.8
東洋経済新報社、税込み1,870円

不確実性の高い環境下で、

時代の変化に対応するため、ま

たは人的資本への投資という観

点から、今リスキリングが注目さ

れています。現在は会社主導

で語られることが多い印象です

が、会社から与えられる学習プ

ログラムを次々とこなす「受け身

のリスキリング」を繰り返すような

ことになれば、若者層はますま

す受け身になり、ミドルシニア層

は振り回されて疲弊してしまう、

と本書は警告を鳴らします。時

代の変化に対応するための学

びが欠かせないのは言うまでも

ありませんが、まず必要なのは

「学びの主体性」であると。本書

でいう「独学」とはこのことです。

「なぜ学ぶか(Why)」を意識し、

「何を学ぶか(Ｗｈａｔ)」、「いかに

学ぶか(How)」を自ら選択して

行動実践することで独学力を高

めること。本書にはそのための

ポイントやエッセンス、効果、具

体的に学ぶための独学者の事

例などがまとめられています。

学びの本質がここにあります。
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