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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、「関心を持つ」「自ら話しかける」「話を聴く」

について紹介しました。今回は❹「意見や提案を尊

重する」❺「質問する」❼「承認する」についてお伝

えします。

部下の意見や提案がどんな内容やレベルのもの

であろうと、一旦は肯定的に受け止めることが大切

です。上司が肯定的に受け止めることで、部下は

心理的安全性が高い職場であると感じることができ

ます。間違っても、上司の価値観や物差しで最初

から否定しないことです。そのようなことをしたら、上

司に何を言ってもどうせ無駄と感じ、以後、口を閉

ざしてしまいます。

また、部下の意見や提案については、些細なこと

でよいのでどんな点が良かったかを具体的に伝え

ましょう。そうすると、部下は自分に価値があることを

感じ上司に信頼を寄せるようになっていきます。

例えば、次のように良い点を一言伝えてみてはい

かがでしょうか。

・この提案は顧客目線が取り入れられていますね

・〇〇さんの提案はコスト面で大変優れていますね

・〇〇さんの提案は筋が通っていますね

部下との会話の中で、部下の意見や考え、体験

談を引き出す質問をすると効果的です。こうした質

問には、次のようなメリットがあります。

①部下への理解や関心を一層深めることができる

②部下の考えや意見を実際の仕事に反映させるこ

とができる

③部下は上司が自分に興味を持っていてくれると

感じ、関係性が向上する

④部下の能力を引き出し、自信をつけさせ、成長

に導くことができる

質問は部下に多くの気づきを与え、上司との関係

性を良くしますので、次のような質問をしてみては

いかがでしょうか。

・もっとよくするためには、あなたならどうしますか？

・いま、あなたにできることはなんですか？

・仕事をやり遂げたとき、どうなっていたいですか？

「承認」とは、部下自身が気づいていない、優れ

た能力、資質、業績、貢献、成長、可能性などにつ

いて、その事実を部下に言葉で伝えることです。

承認することで、上司は部下のポジティブな面に

目が行きますし、部下は自分の価値を自覚すること

で「自己肯定感」「自己効力感」が高まるため、相互

によい関係が構築されます。

承認はむやみに褒めたり、単なるお世辞を言うの

ではなく、部下の存在・行動・結果がもたらす価値

（周囲に役立っている度合い）を具体的・客観的に

伝えることが「承認」のポイントになります。小さなこ

と、当たり前のことこそ褒めたり、認めたりしてみてく

ださい。

次回は❽「感謝する」❿「謝る」⓫「仕事の意味や

価値を伝える」について解説をします。

Ⅰ．意見や提案を尊重する

Ⅱ．質問する

Ⅲ．承認する



労働関係法令等の最近の動き

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報

～令和５年１月から～
協会けんぽの届出様式、受取代理人欄の削除

２０２３年１月より、協会けんぽの給付関係、任意継続関係、被保険者証等再交付関係の主だった申請書・届出書の

様式が変更となります。特に給付関係は、大幅な変更となっているので注意が必要です。

新様式では、氏名のフリガナや郵便番号、電話番号等、マス目化された記入欄が、傷病手当金等では、従来記述式

だった「傷病の原因」等の欄が選択式となり、記載しやすくなっています。

新様式が適用されるのは、２０２３年１月以降に協会けんぽに提出する分からになります。そのため、過去の病休につ

いて、２０２３年１月以降に傷病手当金を申請する予定の場合、病院（療養担当者）への証明依頼は新様式で行う必要

があります。新様式への移行後も旧様式で申請することは可能ですが、その場合は事務処理に時間を要するとのことで

す。

昨年から病休、産休等になっていて今年以降に健康保険の給付を受ける従業員がいる場合、早めに本人へご案内く

ださい。

令和５年４月から 出産育児一時金５０万円に変更予定
／後期高齢者の負担開始は段階的に

近年は出産費用が増加しており、子育て世帯の負担が大きくなっています。２０２１年度の平均出産費用は約４７万

円で、東京都などの首都圏については５０万円を超えています。

２０２２年１２月７日、岸田文雄首相は「出産育児一時金」の増額を発表しました。現在一人あたりの支給額は４２万円

ですが、５０万円程度まで引き上げることになりました。引き上げは２００９年以来で、一時金の増加額が８万円となれば

過去最大の上げ幅となります。２０２３年１月下旬に公布、４月１日に施行されることになっています。

出産育児一時金の費用は現在、現役世代の被保険者が負担しています。今回の出産育児一時金の増額では、こ

れについて子育てを社会全体で支援するという考えに基づき、後期高齢者医療の保険料に上乗せする形で７５歳以

上の人たちから一時金の７％を財源として拠出してもらうことになり、年間の保険料の賦課限度額を現在の６６万円から

８０万円に、被保険者の前年所得に応じて負担する所得割の比率を高めるとされています。こちらに関しては２０２４年

４月の保険料から段階的に上乗せとなる予定です。

傷病手当金や出産手当金の様式から「受取代理人」の欄が削除されました。

この受取代理人は、被保険者が、代理人が給付金を受領することを委任する「任意代理」として扱われ、協会けんぽ

から代理人に対し給付金の支払いが行われてきました。被保険者本人への確実な支払いのため、新様式では、給付金

の振込口座は原則として被保険者のものに限定され、受取代理人の記入欄は削除されました。

旧様式 新様式

削除

新様式はこちらからダウンロードできます。（協会けんぽ）
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/henkou/

● 無期転換ルール省令案

労働条件の明示強化 更新上

限回数など追加

厚生労働省は、有期契約労

働者の無期転換ルールに関

連して、申込み機会の確保に

向けた労働基準法施行規則

などの改正省令案を明らかに

しました。

省令改正は、昨年３月に取り

まとめられた「多様化する労働

契約のルールに関する検討

会」の報告書と、労働政策審

議会の分科会での検討結果を

受けて実施されるものです。無

期転換ルールの内容を知らな

い有期契約労働者が少なくな

いため、転換を希望する労働

者の申込機会の確保などを目

的に、労働基準法第１５条に

基づく労働条件明示としての

項目が追加されます。

具体的には、無期転換申込

権が発生する契約更新時にお

いて、無期転換の申込機会と、

転換後の労働条件について

明示するよう義務付けられます。

また、雇止めや無期転換を巡

る紛争を未然に防止するため、

初めて労働契約を締結すると

きや、契約を更新するときの労

働条件の明示事項も追加され、

新たに、通算契約期間または

労働契約の更新回数の上限

を明示するよう求めています。

このほか、無期転換後に勤

務地限定などで働く「多様な

正社員」を含め、すべての労

働者の労働契約関係を明確

にするため、労働条件の明示

事項に就業場所・業務の変更

の範囲を追加するとしていま

す。

施行予定日は令和６年４月１

日です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/henkou/
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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

７０歳未満の厚生年金保険加入者や、７０歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務する場合は、

老齢厚生年金の額と給与や賞与の額（総報酬月額相当額）に応じて、年金の一部または全額が支

給停止となる場合があります。これを「在職老齢年金」といいます。

【在職老齢年金の調整後の年金受給月額】

基本月額（★１）－（基本月額＋総報酬月額相当額（★２）-４７万円）÷２

★１・・・加給年金額を除いた老齢厚生年金（報酬比例部分）の月額

★２・・・（その月の標準報酬月額）＋（その月以前１年間の標準報酬賞与額の合計）÷１２

➢ 働きながら年金を受け取る在職老齢年金とは？

〔質問〕
令和４年４月に改正された在職定時改定により、年金制度はどのように変わりましたか？

〔回答〕
６５歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、これまで年金額は厚生年金被保険者
の資格喪失をするまでは改定されませんでしたが、今回の在職定時改定の導入により資格喪
失をしなくとも年金額を毎年改定し、納めた保険料が年金額に反映されることになりました。

老齢厚生年金の在職定時改定について

老齢年金の繰下げ待機期間中、在職老齢年金制度で支給停止となった額は増額の対象にはなりません。

➢ 在職定時改定
基準日(９月１日）において被保険者である受給権者の老齢厚生年金について、毎年、基準日の属す

る月前の被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月（１０月） に年金額の再計算を行います。

これを「在職定時改定」といいます。在職中は在職老齢年金の確認も必要です。

★在職定時改定の対象は、６５歳以上７０歳未満の方に限られます。

今回の回答者

特定社会保険労務士

間瀬 美穂

改正前

改正後

確認
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー 202３年２月・2023年３月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

２月１０日（金）

１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.htm

２月１６日（木）

所得税および復興特別所得税の確定申告受付開始

■参考リンク：国税庁「確定申告・還付請求」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm

２月２８日（火）

１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

３月１０日（金）

２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.htm

３月３１日（金）

２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

４月１日（土）

中小企業 月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げ

■参考リンク：厚生労働省「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ます」

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

［１］ 新年度の３６協定締結

従業員に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせるためには、３６協定を締結して管轄の労働基準監督

署へ届出る必要があります。４月など年度の起算日に合わせて３６協定を締結している場合には現在の協定の有効

期間を確認し、忘れずに更新を行いましょう。なお、３６協定の効力は労働基準監督署に届出がされた時点から発生し

ますので、締結後は速やかに届出を行いましょう。

■ 参考リンク：厚生労働省「労働時間・休日」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

［２］ １年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成

[１]の３６協定と同様に、４月起算の会社カレンダーに基づいて変形労働時間制を採用している企業においては、協

定の有効期間が近々切れてしまいます。労使協定や年間カレンダーの作成に取り掛かりましょう。

■ 参考リンク：厚生労働省「１年単位の変形労働時間制導入の手引」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf

［３］ 新入社員の受け入れ準備

４月入社の新入社員について、受入れの準備を進めましょう。入社後のスケジュールを決定するとともに、デスク・制

服・その他の備品等についても忘れずに手配しましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

『うまみ』という言葉があります。私は長年、これを「うま味（あるいは旨味）」と表記することに何の抵

抗もありませんでした。しかし、これは「強み（強い＋み）」や「温かみ（温かい＋み）」等と同様の言葉づ

かいであり、「味」という漢字を当てはめるのは必ずしも適切ではない、という記事を先日読み、大変感

心しました。

ちなみに、昨今のいわゆる若者言葉では『分かりみ（分かる＋み）』というものがあり、「分かりみしか

ない（全面的に同意する）」や「分かりみが深い（尋常でない納得感がある）」などの使用例があります。

私自身このような表現は私生活でも用いませんが、若者らしく柔軟でセンスの良い言葉づかいで、もっ

と全世代で一般的になればいいなと密かに期待しています。

労務管理とは何の関係もありませんが、個人的に最近気になった話です。寒波に見舞われ例年以上

に寒い日が続きますが、何卒ご自愛くださいませ。（四）

『対人コミュニケーションの
人間学』

片岡 由加、植田 栄子・著
鈴木 秀子・監修 2020.10
丸善出版 税込み2,200円

本書のサブタイトルは「エニア

グラムによる自己分析と他者理

解」です。文字どおりエニアグラ

ム（９つのタイプ）について詳しく

書かれた本です。日本のエニア

グラム研究の第一人者である

鈴木秀子さんの監修のもと、鈴

木秀子さんから直接学ばれた

お二人で書かれています。

エニアグラムは、ビリギャルを

指導したことで有名な塾講師の

坪田信貴さんが受験のためのタ

イプ別勉強法に活用されていた

ことでも知られていますが、そも

そもは自分と他人との関係を学

び、関係性をよくすることに多く

活用されています。そのために

欠かせないのが自己分析と他

者理解であり、本書では自分の

タイプを詳しく分析できるように

構成された上で、他のタイプと

の関わり方について時折ワーク

を交えながら実践的に学べるよ

うになっています。エニアグラム

を学ぶことで人間性が豊かにな

ることを実感できる良書です。
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