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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は困
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
さんでつく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！

前回はパワハラを予防するための基本知識につ

いて解説しました。今回はなぜパワハラ予防が重要

なのか、その理由を構造的に説明します。

企業の究極的な目的は継続することです。できれ

ば持続的に成長できることが望ましいです。継続す

るからこそ社会に価値を提供でき雇用も維持できま

す。そのためには「働き方改革」の推進、エンゲー

ジメント（組織に対する主体的な貢献意欲や愛着

心）の向上、社員の定着と離職防止が必須の要件

となります。

真の働き方改革を推進するには労働生産性と働

きがいの向上を図ることが必要です。これらは車の

両輪のようなものです。また、今後企業の持続的な

成長には社員のエンゲージメントを向上させる取り

組みが最重要課題になります。

このような取り組みを行おうとしているときに職場

でパワハラが起こってしまうとどうなるでしょうか？

【パワハラ予防が重要な３つの理由】

その状況は明白です。職場の心理的安全性はな

くなり、社員は委縮し、言われたことしかしなくなりま

す。これでは企業の継続は危うくなります。

働きがいがあり心理的に安全な職場には良い人

材が定着し育ちます。パワハラのある職場では社

員がうつ病になって休職してしまったり、良い人材

から離職していきます。これらのことは実際に多くの

企業で起こっていることです。

誰が考えてもパワハラはあってはならないと理解

できるはずです。企業経営にはマイナスでしかあり

ません。でも、パワハラは繰り返し起こってしまいま

す。なぜなのでしょうか？

次回は、パワハラが起こるメカニズムをお伝えしま

す。メカニズムを知ることができれば、パワハラの発

生を大きく減少させることができます。

Ⅰ．企業の究極的な目的は何か？

Ⅱ．働き方改革とエンゲージメントとの関連

Ⅲ．社員の定着と離職防止との関連



労働関係法令等の最近の動き

本年８月号において「令和３年６月に育児・介護休業法、健康保険法等が改正されました（改正主旨、概要）」をご紹

介しました。このたび追加されることになった出生時育児休業（産後パパ育休）、育児休業の分割取得などは、複雑で

分かりにくい制度となっており、それらの育児休業給付金や社会保険料の免除の手続きと相まって、企業側の実務負

担が増えることが予想されます。弊社顧問先様につきましては、担当者より説明・サポートさせて頂く予定ではございま

すが、令和４年１０月１日施行の産後パパ育休（出生時育休）と育児休業の分割取得のポイントをご紹介します。

～ 令和４年１０月１日施行 ～ 育児・介護休業法の改正

産後パパ育休（出生時育休）、育児休業の分割取得

令和４年４月１日施行

⚫ 育児休業を取得しやすい環境の整備（研修、相談窓口設置等）

⚫ 妊娠、出産の申出があった場合、制度等を周知し、意向確認を行う（面談、書面等による情報提供等）

⚫ 有期雇用労働者（パートタイマー、契約社員等）の育児休業・介護休業の取得条件の緩和

⚫ マタハラの対象範囲の拡大（現行の育児休業・育児短時間勤務等の申出・取得に加え、“妊娠・出産の申出”

を理由とする不利益な取り扱いも禁止）

令和４年１０月１日施行

⚫ 産後パパ育休（出生時育休）の追加

⚫ 育児休業（男女とも）を分割取得できるよう変更

⚫ マタハラの対象範囲の拡大（”産後パパ育休の申出 ・取得”、”産後パパ育休期間中の就業を申出・同意しな

かったこと等”を理由とする不利益な取り扱いも禁止）

令和５年４月１日施行【１,０００人超の企業のみ】

⚫ 男性の育児休業取得率等の公表義務付け

■ これから段階的に施行される改正（全体像）

■ 産後パパ育休（出生時育休） 【令和４年１０月１日施行】

産後パパ育休は、子どもが生まれた翌日から８週間以内に、男性（父）が最大４週間の育児休業を取得できる制度

です。産後パパ育休の申出は、原則として育休開始の２週間前までに行わなければなりません。

最大４週間の育休期間は、２回に分けて取ることができます（例えば、出産直後から２週間、里帰り出産していた妻

が自宅に帰ってきてから２週間 等）

産後パパ育休の期間中であっても、労使協定を結んでおき、本人が希望すれば、所定労働日数・所定労働時間の

半分まで働くことができます（例えば、１日８時間・週５日勤務が所定の者が、２週間の産後パパ育休を取る場合、その

期間中、２週間の所定の半分となる５日・４０時間が限度になります）

■ 育児休業の分割取得 【令和４年１０月１日施行】

改正前は、何らかの事情が無い限り分割取得できませんでしたが、改正後は、特段の事情が無くても２回に分けて

取ることができるようになります。改正前は、１歳を超えて夫婦間で育児休業を交代する場合、１歳・１歳６ヵ月の時点

でしか交代できませんでした。改正後は、分割取得が可能になり、夫婦間の育児休業の交代のタイミングで育休開始

日を柔軟に決めることができます（例えば、１歳を超えて保育所に入れない場合、母が１歳前から１歳３ヵ月まで育児

休業を取り、１歳３ヵ月から父が交代して育児休業を取る 等）

出所：厚生労働省

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報

● 年休取得率、微増５６．６％

過去最高も大企業で減

厚生労働省が１１月９日に発

表した就労条件総合調査によ

ると、企業で働く人が２０２０年

に取得した年次有給休暇（年

休）の平均日数は、前年と同じ

１０・１日だった。平均付与日

数が減ったため、平均取得率

は０・３ポイント増の５６・６％で

過去最高となったが、政府が

過労死防止大綱で目標に掲

げる「２５年までに７０％以上」と

は大きな開きがある。

● 雇用保険料率引き上げへ

現行０．９％、労使負担増

厚生労働省は、労使で賃金

の計０．９％を負担している雇

用保険の保険料率を、来年度

から引き上げる方向で調整に

入った。２６日に閣議決定する

補正予算案では、ひっ迫する

雇用保険財政に２兆円強の一

般財源投入が決まっており、

労使にも相応の負担を求める

必要があると判断した。ただ労

使双方が反対しており、今後

の審議会で引上げ率を調整

する。

この案に沿った場合の保険

料率は現行の計０.９％から計

１.３５％に上昇する。労働者の

負担はうち０.５％で、月収４０

万円の場合、月額の負担額が

１,２００円から２,０００円に上が

る計算となる。

雇用保険を巡っては、新型

コロナウイルス禍で雇調金の

支出が急増。昨春からの支給

決定額が累計５兆円に迫り、

財源がほぼ枯渇している。
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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

特定社会保険労務士
間瀬 美穂

被保険者であった期間（基本手当を受給したことがある方は、受給後の期間にかぎります。）が通算
して５年以上ある被保険者で、６０歳到達後も継続して雇用され、６０歳以後の各月に支払われる賃
金が原則として６０歳到達時点の賃金月額の７５％未満である方が対象となります。
受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。

➢ 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者とは

〔質問〕
６０歳前後の従業員の雇用にあたり、雇用保険の被保険者取得手続きを行う場合、高年
齢雇用継続給付の取り扱いはどの様になりますか。

〔回答〕
高年齢雇用継続給付の受給要件である「被保険者であった期間が５年以上ある６０歳以上
６５歳未満の労働者」ついては自社のみならず、前職で雇用保険の被保険者であった期間も
通算できる場合があるため、入社後５年経過していない場合においても、６０歳到達時には
前職での雇用保険の被保険者であった期間の確認が必要です。

高年齢雇用継続給付について ～ 高年齢雇用継続基本給付金 ～

〔例１〕

〔例2〕

〔例3〕

※６０歳到達時点では支給対象者でなくとも、後に支給対象者となる場合

※６０歳到達時点では支給対象者でなかった方で、支給対象となる場合

⚫ 前職で６０歳に到達した際に「受給資格確認票」が提出されている場合は資格取得時
に通知されます

⚫ ６０歳到達時の賃金低下が見込まれなくても、受給資格確認の手続きを行っておくと、
賃金低下時のアラート管理ができることと手続き漏れを防ぐことができます

⚫ 令和７年４月に給付率が原則１５％から原則１０％に改正される予定となっています
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー ２０２１年１２月・２０２２年１月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

１２月１０日（金）

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.htm

１月４日（火）

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１１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.htm

１月３１日（月）

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.htm

［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

コロナ禍にあってすっかり定着したＷｅｂ会議システム。顧問先のご担当者様との打合せも対面

ではなくＷｅｂ上で、というケースも多くなりましたが、私個人としては、離れて暮らす友人とのＷｅｂ

飲み会が増えました。気軽に集まれるので、久しい友人からの近況報告に驚かされることが多々

あります。猫カフェ勤務の某友人、副業でタロット占い師になる（時間単価で考えると本業の３倍の

収入）。大学助手の某友人、３歳の息子に１０万円のウクレレを買い与える（これがきっかけで旦那

と険悪になる）。バイク輸入販売会社勤務の某友人、体重が１００キロを超える（学生時代は７０キ

ロ）等々。皆それぞれ慌ただしく過ごしていますが、来年も変わらず楽しく語らいたいものです。

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）

『ジョブ型雇用社会とは何か』

濱口桂一郎・著、2021.9.17発行
岩波新書、税込み1,122円

今回は人事に関わる仕事を

している人の必読書です。

人事制度改革の新潮流のよ

うにもてはやされ、各種メディア

で流行している「ジョブ型」です

が、近頃はマスコミだけでなく人

事の専門家も含め、この概念を

誤解したおかしなジョブ型論が

はびこっている状態となってい

ます。日本的なメンバーシップ

型と対になるジョブ型という言葉

の名付け親である著者が、この

ことに危機感を募らせ、「本当

のジョブ型論を世の中に示さな

ければ」との思いで書かれたの

が本書です。

例えば、欧米などジョブ型の

社会で採用募集といえばすべ

て欠員募集であり、新卒一括

採用などは有りません。タイトル

に「社会」とあるとおり、雇用シ

ステム論として捉える必要があ

ります。採用・退職、賃金、労

働時間など雇用労働に関わる

様々な領域ごとに、その歴史を

紐解きつつ、毒舌も交えながら

(笑)、丁寧に解説されています。
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