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企業は「人」です。
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あなたは自分の『持ち味』に
気づいていますか！？

自分にとって納得のいく人
生を築くためには、いかに「自
分の持ち味を活かすか」が大
切です。それは特別に何か新
しいものを付け加えることでは
なく、今の自分をフルに活か
すということです。他人と比べ
る必要もありません。

そのように人生を送ることが
できれば、誰もが幸せな人生
を獲得でき、社会に貢献する
ことができます。

ところが多くの人々は自分
自身の「持ち味」に気づいて
いないか、活かしきれていな
いようです。

弊社では、ビジネスパーソン
に自身の「持ち味」を自覚し、
活かしてもらうことは、自分らし
くイキイキ働く拠り所となり、ひ
いては組織の成長発展や社
会全体の活性化に大変意義
のあることと考えました。

このような観点から「持ち味
カード」を開発し、「持ち味」の
奥深さ・素晴らしさの普及に
努めております。

ぜひ、「持ち味カード」を活
用して、あなたらしい輝く人生
を獲得してください。

また、経営者におかれまし
ては、社員の持ち味を活かし
た「持ち味経営」の実践を通じ
て、笑顔あふれる生産性の高
い会社にしていただきたいと
願っております。
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モチベーションの理論を経営に活かす！③ P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『年次有給休暇の時季指定義務ほか』 P.2

労務の泉：『傷病手当金受給中の社会保険料』 P.3

総務のお仕事カレンダー等 P.4

持ち味カードリニューアル発売中！

自分の持ち味に気づいていますか？

モチベーションの理論をもっと、
経営に活かしましょう！

ゴリラ（ヒト科ゴリラ属）

• 日本のゴリラ研究第一人者である京都大学の山極
教授によると、ゴリラは他の霊長類と異なり他者の目
を積極的にのぞき込む習性があり、表情を読みあっ
てコミュニケーションをしている可能性があるという。

今号の写真

第３回目は、ダグラス・マグレガーによって提唱

されたモチベーション理論である「X理論」と「Y理

論」についてです。彼の思想はマネジメント観の

基礎を築き、経営に大きな影響を与えました。

X理論は、「仕事をしたくない」「命令されたから働

く」「刑罰を恐れているから働く」といった物質的な

欲求を持つ人間がモデルとなっています。X理論

のマネジメントスタイルとしては、「アメとムチ」を使

い部下を監督すると、モチベーションを維持し続け

ることが出来るというものです。具体例としては、

「仕事が嫌いで仕事がしたくない。仕方なく仕事を

しており、向上心は無い。責任を負いたくないので

命令された範囲内で仕事がしたい。」という従業員

がいるとします。このような場合、上司は、仕事を細

かく指示し、最後まで監督責任を負ってあげる、安

心できる仕事環境を提供してあげるなどの対応を

する方がうまくいくということです。

Y理論では、モチベーションのある従業員に対す

るマネジメント方法が説かれています。Y理論の特

徴は、「仕事で疲れるのは遊びや休息と同じく自然

なこと」「自分の目標のために仕事を頑張る」「責任

を取ることもいとわない」といったものです。

Y理論を適用する場合、具体例としては、「仕事に

対するやる気がある。仕事が楽しくて仕方がない。

責任のある仕事を任されたい。チームのために自

分の力を発揮したい。」という従業員がいるとします

。それに対して、経営や大きな仕事などを任せスキ

ルアップさせてあげる、信頼をして仕事を任せるな

どの手法が有効であるということです。

X・Y理論の活用は大きく二つに分けて考えるマ

ネジメントスタイルですが、実際には、X理論に近い

従業員もいれば、Y理論に近い従業員もいるでしょ

う。したがって、どちらか一方に偏るとうまくいきませ

ん。Y理論の従業員は理想的ではありますが、多く

の人はX理論の可能性を秘めています。Y理論の

適用だけでは、X理論の従業員のモチベーション

が成り立たず、従業員がついてこないかもしれませ

ん。どちらのモチベーションも必要だと意識し、状

況に応じX・Y理論を組み合わせてバランスよく活

用することが現実的であると考えます。

次回は、自己決定理論についてご紹介します。

Ⅰ．「Ｘ理論」とその特徴

Ⅱ．「Ｙ理論」とその特徴
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働き方改革関連 ～今年4月施行 年次有給休暇の時季指定義務への実務対応～

働き方改革を推進するための関係法
律の中の一つに、全ての使用者は10
日以上の年次有給休暇が付与される
労働者に対し、そのうちの5日につい
て、毎年、時季を指定して与えなけれ
ばならないという内容が規定されてお
り、施行日は今年2019年4月1日となり
ます。
すでに年休取得が進んでいる企業
や、一部の限られた従業員に対して個
別に取得を促進すればクリアできる企
業では問題ありませんが、そうでない
企業では対策の検討が必要です。

今号では、年次有給休暇の時季指
定義務の対応策をご紹介します。

なお対応策の検討にあたっては、ぜ
ひ弊社の顧問担当者へご相談くださ
い。

●外国人労働者数最多更新、

１０年で３倍

厚生労働省は、２０１８年１０

月時点の外国人労働者数が１

４６万人を超え、外国人雇用状

況の届出が開始されて以来最

多を更新したと発表した。０８

年には約４９万人だったが、こ

の１０年で３倍に増えたかたち

となる。

少子高齢化の影響で働き手

の中心となる１５～６４歳の生

産年齢人口は急減。景気の回

復傾向も背景に深刻な人手不

足が続いており、企業が外国

人を積極的に受け入れている

ことが要因とみられる。

今年４月には外国人労働者

の受け入れを単純労働分野に

も拡大する新制度が開始され、

５年間で最大約３４万人が見

込まれる。ただ、技能の海外

移転を目的とした現状の外国

人技能実習制度などでは、賃

金未払いや違法な長時間労

働が問題化しており、労働環

境の改善や指導強化が求めら

れている。

●厚生労働省 裁量労働制不

適切運用について企業名公

表の基準を発表

厚生労働省は、従業員に裁

量労働制を不適切に運用した

企業名を公表する基準を発表

し、運用を始めた。複数の事

業所を持つ大企業が対象とな

る。

新基準は①裁量性が運用さ

れた従業員のおおむね３分の

２以上が対象外の業務に従事

し、②その半数以上に違法残

業や賃金未払いなどの法令違

反があり、③うち１人以上が１ヵ

月１００時間超の残業・休日労

働をしていた場合、とされる。

この場合、全社的に裁量労働

制の運用状況を調べ、不適切

な運用実態が組織的に複数

の事業所で確認されれば企業

名や法令違反の内容などを公

表するとした。

労災保険・雇用保険等の給付を受給中・受給され
ていた方は、追加給付が生じる可能性があります

各種報道でご存知の方も多いと存じますが、平成16年以降
に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した方の一
部、雇用調整助成金など事業主向け助成金を受けた事業主
の一部に対し、支給不足が発生しております。
厚生労働省のホームページにおいても、追加給付を実施
する旨、広報されておりますのでご確認ください。

追加給付のためのシステム改修等の準備が整い次第、各
機関から、給付関係は本人住所へ、助成金関係は会社へ手
紙が発送されます。
もし追加給付に該当した場合に備えて、お手元の公文書（
⽀給決定通知・振込通知、年⾦証書、改定通知書など）を廃
棄せずに保管しておいてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000472015.pdf

対応策（例） メリット、デメリット、留意点

（慎重な検討が必要ですが）所定休日の一部を労働日
とし、これを計画的付与による年休に回す。

例えば、年末年始休暇を休日から計画的付与に変更す
る等。

そもそも休日だった日を労働日にすると、日給月給制・
月給制の従業員は、賃金単価が減少するため、不利益
変更になります。労働日増加分の所定内賃金の引上げ、
割増賃金単価の減少の回避、合理的な就業規則変更
手続きが必要となります。

時給制・日給制は、有給の労働日が増加するため有利
です。したがって、時給制・日給制の割合が高い企業で
は、上記の日給月給制・月給制の問題をクリアできれば、
比較的導入しやすいと考えます。

年休以外に、“有給”のリフレッシュ休暇等の休暇がある
企業では、リフレッシュ休暇等を廃止して、年休に上乗
せして付与する。
例えば、年5日のリフレッシュ休暇（有給）を与えている
場合、その5日を年休に上乗せして付与する。
当初の年休が10日の場合、15日を付与する。特定の時
季（夏季など）に取得を推進するのも可。

リフレッシュ休暇等を廃止して年休を取得させることがで
きれば、上乗せする必要はありません。

すでに年休取得が進んでいる企業（従業員から不満が
出る可能性がある企業）は、左記の上乗せを検討され
てはいかがでしょうか。

休日出勤が多く、振替休日や代休の取得で精一杯で、
年休の消化まで手が回らない企業・部門では、

代休扱いで法定の割増部分は支払い、代休の日に年
休を取得する。

振替休日の運用で、振替休日の日に年休を取得するこ
とはできません。
（労働義務の無い休日に振り替えられているため）
代休扱いの運用、割増部分の支払が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000472015.pdf


Page 3

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

傷病手当金受給中の社会保険料について

〔質問〕

現在、私傷病により休職をしている従業員が傷病手当金を受給しています。

給与が発生していないのですが、毎月の社会保険料はどのようになるのでしょうか。

〔回答〕

病気により休職中であっても、社会保険料は毎月発生します。

給与から控除が出来ないのであれば、当該保険料を本人から直接徴収する必要があります。

休職に入る前に、いつまでに月々の社会保険料を会社指定口座へ振り込んでもらうのか、本

人と覚書を交わすなどの方法をとる必要があります。

今回の回答者

社会保険労務士
須田 恵子

運用上、傷病手当金を一旦会社指定口座に振り込まれるようにし、会社が立て替えている社会保険料

を本人の同意を得た上で賃金と相殺することは可能です。

申請の際、傷病手当金申請書の受取代理人欄に、本人の署名押印・事業主の署名押印が必要となり

ます。また、振込先指定口座は事業主名義の指定口座となります。

本人から自己負担額について振込みがされなかった場合

会社が労働者の給与から法令で定められたもの以外を控除する時は、労働者の過半数

を代表する者（労働組合があればその労働組合）との間で、書面による協定をしておかね

ばなりません（労働基準法２４条第１項但書）。他方、傷病手当金は労働基準法上の「賃金

」に含まれないため、協定は不要です。

しかし、本人の同意を得ないまま、一方的に社会保険料と傷病手当金の相殺を行うこと

は問題があります。必ず本人の同意を得たうえで行うようにして下さい。

支給決定額の案内とともに、傷病手当金と立て替えた社会保険料が分かる明細を本人へ

通知するのが良いでしょう。



〒461-0001
名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル5F
TEL  052-937-5615 FAX  052-937-5620
URL : http://www.delight-c.com/
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 201９年２月・201９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１２日(火)

労働保険一括有期事業開始届の提出

■参考リンク：厚生労働省「労働保険各種様式」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

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期の特例」

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

２月２８日(木)

１月分健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

3月１日（金）

経団連 「採用選考に関する指針」に基づく２０２０年新卒者採用の広報活動開始

■参考リンク：日本経済団体連合会「採用選考に関する指針」

http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/015.html

３月１１日（月）

労働保険一括有期事業開始届の提出

■参考リンク：厚生労働省「労働保険各種様式」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

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期の特例」

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

４月１日（月）

２月分健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬について」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[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。なお、２０１９年４月１日以降（中小企業は２０２０年４月１日以降）の

期間のみについて協定を結ぶ場合には新様式での届出が必要となります。

■参考リンク：厚生労働省「３６（サブロク）協定とは」

（https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/）

［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月始まり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を作成しておきましょう。なお、今年度は天皇即位に伴い祝日数が増加するた

め、確認しながらカレンダーを作成しましょう。

■参考リンク：厚生労働省「１年単位の変形労働時間制」

（https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-6.html）

■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月入社予定の新入社員について、受入れの準備を進めましょう。入社前研修や入社後のスケジュールを決定する

とともに、寮や社宅の手配、デスク・制服・その他備品などの準備も必要となります。

また、新入社員の教育係となる社員についても、教育指導や業務指導がパワハラに繋がるようなケースが起きない

よう、適切な指導の基準や方法、心構え等を周知しましょう。

■参考リンク：厚生労働省 あかるい職場応援団「パワーハラスメントの定義」

（https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/definition/about）

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

先日、ドラッグストアで何気なくドイツ産の入浴剤を買いました。ワクワクしながら浴槽にお

湯をため入浴剤をいれると桜餅の香りがしました。桜餅の香りの入浴剤などという突飛なモ

ノ、ドイツが作るはずない！とも思いましたが、顔を洗うたびに脳裏に浮かぶのはあのピン

ク色の餅。見事なまでに日本の春の風情が再現されていました。ドイツだか日本だかよく分

からない入浴剤に心とからだを癒されながら、その日は少し長くお湯に浸かりました。

今年は全国的に雪が少なく気温も比較的高いようですが、北風の冷たい季節はまだまだ

続きます。抜かりのない防寒をしつつ、和菓子が美味しい季節を待ちたいものです。全国各

地でインフルエンザ警報が発令されるなど、簡単に体調を崩しかねない状況が続いていま

す。皆様も元気に新年度を迎えられるよう、十分ご自愛くださいませ。（四）

『なぜ、御社は
若手が辞めるのか』

山本 寛／著 2018.6.8
日本経済新聞出版社、850円+税

今、企業にとって人材確保が

とても難しい時代になっていま

す。しかも人口が減少しており、

このトレンドはしばらく逆転するこ

とがないように思えます。そんな

採用難の時代に企業が考えな

ければならないこと、それは、い

かに良い人材を採用するかとい

うことはもちろんですが、せっか

く良い人材が採用できたとして

もすぐに辞められてしまっては、

また採用で苦しむことになって

しまうため、確保した良い人材

をいかに会社に引き留め、その

能力を発揮し続けてもらうかと

いうこと。これもとても重要です。

つまり、リテンション（定着、引き

留め、離職防止）です。

本書は、企業がリテンション・

マネジメントを行う上でのポイン

トを、人事（配置、報酬、評価）、

働き方、教育、職場内のコミュ

ニケーションなどの視点から、

退職経験者の本音や企業の人

事担当者などの生の声をふん

だんに紹介しながら、平易に解

説しており、参考になります。
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