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ワーク・エンゲイジメントを
高めましょう！

➢ 弊社顧問先におかれましては、新型コロナウイルス対策に関す

る最新情報、実務対応は、担当者へ随時お問い合わせ下さい。

Contents

定価 3,000円（税別）

【セルフケアとは？】

セルフケア（self care）とは一
般的には自分自身で心や
身体についてケア（管理や
手入れなど）を行うことを言
います。ここでは特に「働く
人のメンタルヘルス（心の健
康）において良くない状態で
あればそれを改善し、良い
状態であればそれを保ちな
がら、さらに良くするために
ケアすること」を指します。

【セルフケアが必要な理由】
働く人が主体的にセルフケ
アに取り組むことで、仕事を
含めた日常生活において過
度なストレスから自分自身を
守り、健康的な生活を維持・
向上させることができます。
その結果、組織の生産性が
向上し、持続可能な発展へ
とつながっていきます。

【セルフケアカードとは】
効果的にセルフケアを行う
ための具体的なコーピング
（ストレス対処）の手法、およ
びコーピングの前提となる自
己理解において欠かせない
感情表現を厳選・体系化し
て80枚のカードにしたもので
す。新入社員教育や管理職
研修、ストレスチェック後の
フォロー研修で活用できま
す。

ぜひセルフケアカードを活
用して、健康で活き活きと自
分らしく過ごしてください！
結果として、会社の生産性
も向上します。

セルフケアカード好評発売中！

健康で活き活き自分らしく！

前回、ワーク・エンゲイジメントは「仕事の資源」

や「個人の資源」によって高められ、その結果として

、心身の健康、仕事や組織に対するポジティブな

態度を生み出し、組織のパフォーマンスを高めるこ

とにつながるとお伝えしました。今回は、「仕事の要

求度－資源モデル」についてお伝えします。

ワーク・エンゲイジメントは「仕事の資源」や「個

人の資源」と関連し、様々なアウトカム（医学的介入

から得られる結果や成果）を生み出します。これら

の関連について、「仕事の要求度（仕事のストレス

要因）」と「心理的ストレス反応」を統合したモデル

が「仕事の要求度－資源モデル」です。ワーク・エ

ンゲイジメントを高め、＋のアウトカムを引き出す上

でとても参考になります。※下図をご参照ください。

このモデルは、仕事の要求度（仕事のストレス要

因）→ストレス反応→健康問題の関連を説明する

「健康障害プロセス」と、仕事の資源・個人の資源

→ワーク・エンゲイジメント→ポジティブな状態を説

明する「動機づけプロセス」からなります。

もう一つのポイントは「仕事の資源・個人の資源」

の向上が、ワーク・エンゲイジメントの向上だけでは

なく、ストレス反応の低減にも貢献しているという点

です。このことから、「仕事の資源・個人の資源」を

向上させることは、心身の健康の増進と生産性の

向上の鍵になるということが言えます。

＋の健康・組織アウトカムを増大させることは、働

く個人にとっても組織にとっても、最も望ましくハッ

ピーなことです。

次回からは「仕事の資源・個人の資源」を増やす

ための主な方法や取り組みにについてお伝えして

いきます。

Ⅰ．仕事の要求度‐資源モデルとは

Ⅱ．仕事の要求度‐資源モデルの特徴
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● 雇用調整助成金の特例措

置 再延長へ向け調整

１月１９日、政府は休業手当

の一部を補填する雇用調整助

成金の上限引き上げや助成

率拡充に関する特例措置を再

び延長する方向で調整に入っ

た。昨年１１月に延長措置を決

定した際には、２月末が期限

で段階的に縮減する予定だっ

たが、少なくとも３月末までは

再び延長する方向で検討して

いる。新型コロナウイルス感染

拡大が続き、１１都府県で緊急

事態宣言が発令されている事

態を踏まえた。月内に方針を

示す見通し。延長は４回目とな

る。

● 窓口設置済みは７割 パワ

ハラ対応自主点検

愛媛労働局が管内企業に実

施した「パワーハラスメント防止

および同一労働同一賃金へ

の取り組み状況」の自主点検

結果で、パワハラ防止対策とし

ての「相談窓口の設置」に対

応済みの企業が７０．５％を占

めていることが分かった。その

他の事業主が講ずべき具体的

措置については、「相談者など

の不利益な取扱いの禁止」が

６８．９％、「プライバシーの保

護」が６６．６％、「行為者を処

分する規定の整備」が６４．

０％などとなっている。

企業規模別にみると、大企

業はいずれの項目でも９０％

以上が対応済みと回答した。

一方、令和４年３月までは防止

対策が努力義務にとどまる中

小企業では、対応済みとの回

答がすべて６割台だった。

規制改革推進会議で挙げられた「行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し」の方向性に基づ

き、労働基準法施行規則を２０２１年４月に改正施行し、３６協定届ほかの押印が廃止されることとなりました。

ただし、今般の改正は、行政に提出する「届出書」への押印廃止であって、労使協定を締結する際に必要な労使の

押印や署名を廃止するものではないため、届出書で協定書を兼ねている場合は、４月以降も引き続き、労使双方の押

印または署名が必要となる点に注意が必要です。※３６協定届は、多くの企業が届出書と協定書を兼ねています。

労働基準法施行規則が改正され、
３６協定届における押印・署名の廃止と
３６協定の協定当事者に関するチェック
ボックスが新設されました。

２０２１年４月からの３６協定届などの新様式
～労使協定書を作成せず、届出書で労使協定を兼ねている企業は、

従来どおり押印または署名が必要です！～

３６協定届の他、1 年単位の変形労働時間制に関する協定届、専門業務型裁量労働制に関する協定届
なども様式が変更されます。（協定当事者の適格性に係るチェックボックスを新設）
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

高年齢者就業確保措置について

今回の回答者

〔質問〕

令和3年4月1日より、７０歳までの就業機会の確保が求められるようになったと聞きました。

具体的にどのようなことが求められるのでしょうか？

〔回答〕

今回の法改正は、６５歳から７０歳までの就業機会を確保する努力義務を定めたものです。

現行の法律と異なり、７０歳までの雇用を確保することを義務付けたものではありません。

具体的な内容は以下の通りです。

社会保険労務士
須田 恵子

なお、現行の６５歳（到達）までの高年齢者雇用確保措置に変更はありません。
したがって、今回の法改正により２０２５年以降の６５歳定年が義務付けられる訳ではありません。

※創業支援等措置のみを講じる場合は、過半数労働組合・過半数代表者の同意を得た上で導入

対象者を限定する基準

高年齢者就業確保措置を講ずることは努力義務であり、対象者を限定する基準を設けることができます。
基準については、労使十分に協議した上で、各企業の事情に合わせて定めることが求められます。
ただし労使で協議した場合であっても、事業主が恣意的に特定の高年齢者を措置の対象から除外しようと
するなど高年齢者雇用安定法の趣旨や、他の労働関係法の趣旨や公序良俗に反することは認められない
とされています （指針第２－１（３）ただし書き）。また、対象者を限定する基準については、必要とされる能
力等が具体的・客観的に示されていることが望ましいとされています。

基準例

⚫ 直近の健康診断結果及び産業医の診断を基に、勤務の継続に支障がない
と状態と認められた者

⚫ 過去〇年間の人事考課が□以上である者 等

『雇用による措置』と『雇用によらない措置』のいずれかを選択、又は両方の措置を講ずること

雇用による措置
創業支援等の措置
（雇用以外の措置）

①７０歳までの定年引上げ

②７０歳までの継続雇用制度の導入

（特殊関係事業主〔子会社、関連会社等〕に加え

て、他の事業主によるものを含む）

③定年の廃止

①高齢者が希望する時は、７０歳まで継続的に業務

委託契約を締結する制度の導入

②高齢者が希望する時は、７０歳まで継続的に以下の

事業に従事できる制度 の導入

A ）事業主が自ら実施する社会貢献事業

Ｂ）事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が

行う社会貢献事業



〒461-0001
名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル5F
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E-mail : info1999@delight-c.com

ホームページもぜひご覧ください http://www.delight-c.com/ （社長とスタッフのブログ 随時更新中！）

Editor's note

総務のお仕事カレンダー ２０２１年２月・２０２１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１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

2月１０日（水）

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（火）

所得税および復興特別所得税の確定申告受付開始（３月１５日まで）

■参考リンク：国税庁「【確定申告・還付申告】」

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

３月２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（水）

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

[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協定を締結し労働基準監督署に届け

出る必要があります。年度単位でこの協定を締結している場合には、現在の協定期間を確認し、更新時期にあたる場

合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。２０２１年４月以降は様式が変更されます。詳しくは本紙２ページ目

の「労働関係法等の最近の動き」をご確認下さい。

■ 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

年度単位など、４月起算で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

すので、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。なお今年は、「海の日」は７月２２日に、「スポーツの

日」は７月２３日に、「山の日」は８月８日になります。また、国民の祝日に関する法律に基づき、８月９日は休日となりま

す。来年度の会社カレンダー作成の際には留意して下さい。

■ 参考リンク：内閣府「「国民の祝日」について」

https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

［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・その他備品などの準備も忘れずに行いましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響で入社前研修を中止していたり、入社後すぐにテレワークになったりと、通常とは

異なる状況で受け入れざるを得ないケースもあるかと思います。入社後の教育もオンラインなど工夫しながら実施する

ことになりますが、間違ってもパワハラに繋がるような指導が起きないよう、十分に注意しましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

令和３年となって最初のデライトニュースです。私事ですが、年末年始は久しぶりに実家へ帰省し、

家族と一緒にゆっくり過ごしました。私には姉が２人いるのですが、次女は２歳になる息子（我が家の

初孫）を伴って帰省し、長女は昨年から飼い始めた文鳥（まだオスかメスか分からない）を伴って帰省

し、大晦日も正月も、我が家のリビングは走り回る甥っ子と飛び回る文鳥でドタバタでした。

近くの神社で引いたおみくじは大吉で、『研鑽すれば天翔ける龍のごとく高みへ向かう』的なありが

たいお言葉を頂戴しました。私自身、入社４年目で、仕事については面白さを見出せる部分と大変さ

を思い知る部分と、いずれにしても『もっと成長したい』と感じることが多くなってきました。いつの日か

天翔ける龍になることを夢見て、日々研鑽の１年にしたいと思います。

ちなみに、文鳥の雌雄の鑑別は専門家でも難しいらしく、『卵を産んだらメス、生まなかったオス』と、

ずいぶん投げやりな方法で判断するそうです。（四）

『図解 人材マネジメント入門』

坪谷邦生・著 2020.5.28
ディスカヴァー・トゥエンティワン

2,600円+税

本書は、人材マネジメントの

入門書として、はじめてこの領

域について学ぶ人向けに書か

れた本ですが、人事部門の経

験者にとっても基礎から体系的

に学べるという点で大変優れた

本です。筆者（岸）も３５年以上

この領域の仕事をしております

が、頭の整理に役立てています。

「図解」のため、紙芝居風で

文字の量は少ないのですが、

人材マネジメントの概要を知る

上では、この裾野がすさまじく広

い領域のあれこれを、網羅的、

本質的かつ構造的に、実践上

のポイントも外さずまとめられて

おり、とても好感が持てます。

「人事評価」「報酬」「等級」

「採用」「異動」「代謝」「人材開

発」「組織開発」などの人材マ

ネジメントの構成要素について、

その全体体系をもとに解説され

ています。１項目につき見開き

２ページごとのＱ＆Ａ形式となっ

ていますので、知りたい時に知り

たい項目だけ辞書的に活用す

ることもできて便利です。
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