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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！

前回はパワハラが起こるメカニズムについてお伝

えしました。今回はパワハラが起きやすい組織の環

境要因についてお伝えします。

パワハラは行為者個人の問題と思われやすいで

すが、パワハラが発生しやすい職場環境にも起因

することがあります。パワハラを産み育てる環境にな

っていないか組織の在り方を今一度チェックしてみ

てください。

□①コミュニケーションが一方通行（上司から部下）

□②意見をいうことが躊躇される環境

□③雑談がない

□④心理的安全性が低い

□①相談できる環境がない

□②成果主義でプレッシャーが強い

□③結果が全て（職務遂行プロセスが評価されな

い）環境

□④短期売上至上主義

□①経営者の職場環境を良好に整えることへの意

識の欠如

□②経営理念がない、あるいは形骸化している

□③完全に上下関係により統制された組織

□④管理者教育がなくマネジメントスキルが低い

□①問題が起こっても対処しない、うやむやにして

終わる

皆さんの会社は左記チェック項目に対していかが

でしょうか？チェックがついた項目は要注意です。

私はこれまでたくさんのパワハラ案件を経験して

きましたが、職場の環境要因として一番多いと感じ

ているのは以下の要因です。

Ⅰ．①コミュニケーションが一方通行（上司から部

下）

Ⅱ．②成果主義でプレッシャーが強い

Ⅲ．④管理者教育がなくマネジメントスキルが低い

パワハラは管理者から部下に対してのものが圧倒

的に多いと思いますが、これらの要因によって管理

者自身の「心のコップ」がネガティブな感情で溢れ

るようになり、何かのきっかけで部下に対する怒り（

パワハラ）に発展してしまうものと考えます。

管理者やリーダーが率先してⅠ．～Ⅳ.の改善

に取り組み、心理的安全性のある働きがいのある

職場をつくっていってほしいと思います。

次回はパワハラを予防するために重要な自己理

解と他者理解についてお伝えします。自己理解と

他者理解を深めることにより、相手に自分の価値観

や考えを押し付けることなく、他者尊重ができるよう

になります。

Ⅰ．コミュニケーションやチームワーク

Ⅳ．問題対処の在り方

Ⅱ．組織の考え方

Ⅲ．経営者の考え・理念、組織形態



労働関係法令等の最近の動き

令和4年度（2022年度）の各保険料率（雇用保険料率・労災保険料率・健康保険料率・介護保険料率・子ども子育て

拠出金）をまとめてご紹介します。雇用保険料率の引き上げは、国会に提出された法律案が成立した場合の予定とな

ります。過去に例のない大幅な雇用調整助成金の拡充や新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の創設

等により行った強力な雇用維持策等、特例措置による多額の財政支出によって雇用保険財政が厳しい状況となり、厚

生労働省の労働政策審議会において雇用保険料率の見直しが審議されてきたものです。

令和4年度（2022年度）の各保険料率
～雇用保険料率は予定（法律案）～

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報

保険料率 令和3年度 令和4年度 改定日（直近）

雇用保険料率
令和2年度から変更なし
被保険者3/1000
事業主6/1000

【予定】
仮に法律案の内容どおり国会
で成立した場合の令和４年度
の雇用保険料率【下表】

①令和4年4月1日
②令和4年10月1日

労災保険料率 令和2年度から変更なし
【確定】
令和3年度から変更なし

平成30年4月1日

子ども子育て拠出金料率 3.6 /1000
【確定】
令和3年度から変更なし

令和2年4月1日

健康保険料率
協会けんぽのホームページ
で各都道府県の料率を参照

【確定】
協会けんぽのホームページで
各都道府県の料率を参照

令和4年3月1日

介護保険料率 18.0/1000
【確定】
16.4/1000

令和4年3月1日

厚生年金保険料率
183/1000
（平成29年（2017）度以降は据え置き）

平成29年9月1日

雇用保険法等の一部を改正する法
律案が令和４年２月１日に国会に提
出されています。
法律案が修正無く成立した場合、
令和４年４月１日から雇用保険二事
業の保険料率（事業主のみの負担）
は0.5/1000引き上がる予定です。
令和４年10月１日～令和５年３月31日
の失業等給付の雇用保険料率は労
働者・事業主負担ともに2/1000引き
上がる予定です。

なお、令和4年度の労働保険料の年
度更新ついて、厚生労働省からの雇
用保険被保険者数お知らせはがき（
令和４年３月送付分）に関するFAQに
よれば、

令和4年度の概算保険料（雇用保険
分）については、令和4年4月1日から
同年9月30日までの概算保険料額と
、令和4年10月1日から令和5年3月31
日までの概算保険料額を賃金集計
表などにおいて計算していただき、そ
の合計額を令和4年度の概算保険料
（雇用保険分）として年度更新期間中
に、金融機関・郵便局又は都道府県
労働局へ申告・納付いただく予定とし
ております。

● 厚労省 カスハラ対策企業

マニュアル等を作成

厚生労働省は２月２５日、顧

客等からの著しい迷惑行為

（いわゆるカスタマーハラスメン

ト）の防止対策の一環として、

「カスタマーハラスメント対策企

業マニュアル」等を作成・公開

しました。

今回作成されたマニュアル

には、①「カスタマーハラスメン

トを想定した事前の準備」、②

「カスタマーハラスメントが実際

に起こった際の対応」など、カ

スタマーハラスメント対策の基

本的な枠組み等が記載されて

います。

カスタマーハラスメントについ

て同マニュアルでは、顧客や

取引先など（以下、「顧客等」）

からのクレーム全てを指すもの

ではなく、企業の現場におい

ては『顧客等（実際に商品・サ

ービスを利用した者だけでなく、

今後利用する可能性がある潜

在的な顧客を含む）からのクレ

ーム・言動のうち、当該クレー

ム・言動の要求の内容の妥当

性に照らして、当該要求を実

現するための手段・態様により、

労働者の就業環境が害されて

いるもの』と示されています。

①のカスタマーハラスメントを

想定した事前の準備としては、

「事業主の基本方針・基本姿

勢の明確化、従業員への周

知・啓発」、「従業員のための

相談対応体制の整備」、「対応

方法・手順の策定」、「社内対

応ルールの従業員等への教

育・研修」が示されています。

②のカスタマーハラスメントが

実際に起こった際の対応では、

「事実関係の正確な確認と事

案への対応」、「従業員への配

慮の措置」、「再発防止のため

の取組み」「その他、併せて講

ずべき措置」が示されています。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/
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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

令和4年1月7日、厚生労働省より、「いわゆる「シフト制」により就労する労働者の適切な雇用管理を
行うための留意事項」が公表されました。

これは、シフト制の形態には、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できるという
点で契約当事者にメリットがあり得る一方、使用者の都合により、労働日が増減されたりすることによ
って、労働紛争が発生することもあるため、本来、当事者双方にとってメリットのあるシフト制に関して、
適切な雇用管理が行われるようにとの内容です。

➢ 「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項

〔質問〕
毎月シフト制で勤務する従業員はシフトによる公休日の設定により通常よりも少ない勤務
日数となっても、休業手当を支払わなくてもよいのでしょうか？

〔回答〕
シフト制で勤務する従業員についても、労働基準法においては「始業及び終業の時刻」や
休日」に関する事項を書面等により明示しなければならないこととされています。シフト制で
勤務する従業員との労働契約に留意し、勤務実態を踏まえた上で休業手当の支払いをする
必要があります。

シフト制で勤務する従業員の休業について

●休業手当の問題についても、シフト制の従業員は労働契約時において、明確に所定労働日
や所定労働日数を記載することは出来なくとも、シフト設定における最低保障の勤務日数の合
意をしておくとトラブル回避策にもなります。

➢ シフト制の労働契約で定めることが考えられる事項

作成

• シフトの作成時に、事前に労働者の意見を聞くこと
• シフトの通知期限 例：毎月○日

• シフトの通知方法 例：電子メール等で通知

変更

• 一旦確定したシフトの労働日、労働時間をシフト期間開始前に変更する場合に、使用
者や労働者が申出を行う場合の期限や手続

• シフト期間開始後、確定していた労働日、労働時間をキャンセル、変更する場合の期
限や手続
※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労働者
双方の合意が必要である点に留意してください。

設定

作成・変更のルールに加えて、労働者の希望に応じて以下の内容についてあらかじめ合
意することも考えられます。
• 一定の期間中に労働日が設定される最大の日数、時間数、時間帯
例：毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する

• 一定の期間中の目安となる労働日数、労働時間数
例：１か月○日程度勤務／１週間あたり平均○時間勤務

• これらに併せて、一定の期間において最低限労働する日数、時間数などを定めること
も考えられます。
例：１か月○日以上勤務／少なくとも毎週月曜日はシフトに入る

▼参考リンク： 「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」
（URL）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.htm

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.htm
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総務のお仕事カレンダー ２０２２年４月・５月
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４月１日（金）

【２０２２年４月施行の主な法改正】

➢ 改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）の中小企業への適用開始

➢ 改正育児介護休業法の施行（有期雇用労働者の休業取得要件の緩和、育児休業等の個別周

知の措置義務化、育児休業を取得しやすい雇用環境整備）

➢ 改正厚生年金保険法の施行（在職老齢年金の支給調整開始額の引上げ、在職時改定の新

設）

➢ 改正女性活躍推進法の施行（一般事業主行動計画の策定等の対象事業主の拡大）

４月１１日（月）

３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

５月２日（月）

３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

５月１０日（火）

４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

５月３１日（火）

４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］ 年次有給休暇の付与

有給休暇の付与基準日を各人の入社時期に関わらず年度初めの４月としている場合、今年度も忘れずに勤続年数

に応じた日数の付与を行いましょう。

また、年次有給休暇の年５日消化義務については、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に５日を取得

させる必要があります。全ての対象者が基準以上の日数を取得できるよう、計画的に取得を推進しましょう。

■ 参考リンク：厚生労働省「年５日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

［２］ 健康保険料率および介護保険料率の変更

令和４年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、本年３月分（４月納付分）からの適用となります。

■ 参考リンク：全国健康保険協会「令和４年度保険料額表（令和４年３月から）」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

［３］ 労働保険年度更新の準備

例年、６月１日から７月１０日は労働保険料の申告・納付期間となります。早めの準備に取り掛かりましょう。

■ 参考リンク：厚生労働省「労働保険の適用・徴収」

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

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

令和４年も気が付けばもう４月です。新年度の開始とともに、育児介護休業法やパワハラ防止法な

どの法改正対応でも多忙となる今日この頃ですが、公園や街頭の桜は世間の慌ただしさをよそに今

年も見頃を迎えています。

古来より春の風物詩の代表格である桜ですが、かの古今和歌集にはこんな歌があります。【桜花

散りぬる風のなごりには水なき空に波ぞ立ちける（紀貫之）】 桜の花が散る名残を空に立つ波の様

子に見立てた幻想感極まる和歌ですが、なぜか「その気持ち、分かる気がする」とうなってしまうのは

桜の底知れぬ魅力か、はたまた紀貫之の巧みさでしょうか。

日々の忙しさの中、体を気遣うのはもちろんですが、心への気遣いも忘れないようにしたいもので

す。ランチに少し遠出して、桜を眺めて散歩するのもこの時期の息抜きとしてオススメです。（四）

『モチベーションの心理学』

鹿毛 雅治・著 2022.1.19
中公新書、税込み1,100円

副題に「やる気と意欲のメカ

ニズムとは？」とあるとおり、本

書はこれまで１００年程の間に

なされてきた、人のやる気や意

欲という心理現象に関わる研

究の成果(モチベーション理論)

を網羅的に独自の切り口でまと

め上げた構成となっています。

ですが、モチベーションを上げ

るためのハウ・ツーを知りたいと

思って読むと痛い目に遭います。

新書と言っても400ページ近い

ボリュームで、学術用語など専

門用語も多く、読むのに苦労を

強いられるためです。その上、

やっとたどり着いた終章にこん

なことが書いてありますので。

「こうすれば必ずやる気が高ま

る！というような奇跡的な方法

や万能な処方箋はない。 （中

略）本書で明らかにしてきたよう

に、「やる気」や「意欲」は一般

に考えられているよりも、ずっと

複雑で微妙な現象だから 」

人事の仕事をするなら読んで

おきたい本書ですが、まさに「や

る気」を問われる１冊です(笑)。
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