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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。

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？
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『モチベーションの理論を経営に活かす！』 P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『有給休暇の消化義務、最低賃金額の改定』 P.2

労務の泉：『養育期間の年金額計算の特例』 P.3

総務のお仕事カレンダー等 P.4

Ⅱ．動機付け要因にもっとアプローチする！

ヒツジ（ウシ科ヤギ亜科鯨偶蹄目）
• ヒツジのＩＱはブタより低いがウシと同程度とされ、

人の表情から心理状態を識別できるという。

• 成熟した個体の場合、上顎には歯が無く、下顎の
歯と上顎の歯茎で草を噛む。

今号の写真

モチベーションの理論を
経営に活かしましょう！

今号からは、代表的なモチベーション理論を紹

介していきます。最近、常勝集団と言われるスポ

ーツチームや良い社風かつ業績を上げている会

社は、モチベーションの理論を意識的に経営に

取り入れています。指示命令が多く、やらされ感

を社員に感じさせては、主体的な人材は育ちま

せん。

第1回目は、アメリカの臨床心理学者フレデリッ

ク・ハーズバーグが提唱した「動機づけ・衛生理

論」です。

仕事の満足感を引き起こす要因と不満を引き起

こす要因は違い、不満要因（衛生要因）をいくら

取り除いても、満足感を引き出すことにはつなが

らない。仕事の満足感（やる気）を引き出すには、

動機づけ要因にアプローチしなくてはいけないと

いう理論です。

経営の肝は、社員を動機づけ、主体的に仕事を

してもらうことです。これまで、企業は社員の不満を

恐れ、衛生要因について、多くの時間を割いてきま

した。しかし、これらを満たしても社員のモチベーシ

ョンの向上にはつながりません。もっと、動機づけ

要因に働きかけていくことが重要です。特に、「達

成」「承認」はモチベーション向上に大きく貢献しま

す。達成は、社員の適切な目標設定とその支援を

上司がすること、承認はタイミングよく部下の成長

や仕事の頑張り、貢献などを事実に基づいてフィ

ードバックしていくことが大切です。

次回は、マズローの「欲求5段階説」について紹

介します。

Ⅰ．動機づけ・衛生理論とは



ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報

●パワハラ防止へ法整備、悪

質な企業は企業名公表も

厚生労働省はパワーハラスメ

ント（パワハラ）の防止策づくり

を企業に義務付ける法律を整

備する検討に入った。相談窓

口の設置や発生後の再発防

止策を企業に求める。企業へ

の罰則は設けない方針だが、

悪質な企業については企業名

を公表し、抑止効果を高めるこ

とも検討する。

パワハラに関連する相談は

近年増加の一途を辿っている。

働き手の生産性や意欲の低下

にもつながりかねず、法制度

が必要だと判断された。従業

員規模１００人以下の企業で

は前述の相談窓口等のパワハ

ラ対策を整備している企業の

割合は３割程度に留まり、大企

業と比べ対策の遅れが目立つ。

●長時間労働是正へ監督徹

底、働き方改革で基本方針案

厚生労働省は９月１３日、働

き方改革の実現に向け、今後

の労働政策の指針となる「基

本方針」の原案を作成した。人

手不足に悩む中小企業には

自主的な労働環境の改善を促

す一方、悪質な長時間労働に

は書類送検などで厳しく対応

すると明記。著しく短い納期の

設定など、残業につながりや

すい商慣行の見直しに向け、

関係省庁が連携することも盛り

込んだ。

６月に成立した働き方改革関

連法で基本方針を閣議決定

することが定められており、同

日開かれた労働政策審議会

（厚労相の諮問機関）に示され

た。来年４月から、時間外労働

の上限規制などが罰則付きで

順次適用されるため、審議会

の議論を経て、本年度中に閣

議決定する方針。

中小企業については、大企

業に比べ労務管理体制が十

分でないことや、人材確保、取

引先との関係に困難な課題が

あることから「人材確保の状況

や取引実態などの事情も踏ま

え、自主的な改善を促す」とし

た。一方で「違法な長時間労

働で過労死など重大な結果が

出た場合は、書類送検などで

厳正に対処する」と明記した。

労働関係法令等の最近の動き
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平成３０年度の地域別最低賃金額が改定されます

厚生労働省の審議会が７月に示した目安を超える引き上げ額で決着した地域が２３県に上り、前年度の

４県から大幅に増えました。人手不足のなか、人材確保のために賃金水準が見劣りしないよう、近隣県を意

識して目安額よりも引き上げる動きが広がったとみられます。

もし最低賃金額より低い賃金額を定めている場合、その賃金額は無効となり、最低賃金額と同額の定め

をしたものとされます。最低賃金に達しない場合には、差額支払いの義務が生じるため注意が必要です。

発効年月が含まれる給与計算期間から、適用してください。

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日

埼 玉 898 (871) 平成30年10月１日

千 葉 895 (868) 平成30年10月１日

東 京 985 (958) 平成30年10月１日

神奈川 983 (956) 平成30年10月１日

岐 阜 825 (800) 平成30年10月１日

静 岡 858 (832) 平成30年10月３日

愛 知 898 (871) 平成30年10月１日

三 重 846 (820) 平成30年10月１日

滋 賀 839 (813) 平成30年10月１日

京 都 882 (856) 平成30年10月１日

大 阪 936 (909) 平成30年10月１日

兵 庫 871 (844) 平成30年10月１日

全国加重平均額 874 (848) －

平成31年4月から施行 有給休暇５日の取得義務化

働き方改革法案が成立し、すべての会社で、年間の有給休暇消化日数が５日未満の従業員について
は、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。
働き方改革において、効率的な働き方やワークライフバランスの実現のため、業務効率化等により有給
休暇を積極的に取得できる職場環境・風土をつくることが肝要です。

■ 年次有給休暇（新労基法第 ３９ 条及び新労基則第 ２４ 条の５等関係）

来年（２０１９年）４月１日以降、最初の基準日から１年間が対象となります
対象となる従業員は、次の年１０日以上有給休暇の権利がある従業員です。

５日以上の取得の場合 ５日未満の取得の場合

（原則）通常の労働者による時季指定
時季指定は不要 ５日に不足した日数を時季指定

（例外）労使協定による計画的付与

✓ 入社後６か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
※ 管理監督者として通常は労働時間管理されていない社員も対象となります。

✓ 入社後３年半以上経過している週４日出勤のパートタイマー
✓ 入社後５年半以上経過している週３日出勤のパートタイマー

改正労働基準法による時季指定が必要な場合でも、計画年休制度により有給休暇を取得していたり、従
業員からの請求により有給休暇を消化している場合は、その日数分は、改正労働基準法による時季指定
の日数から差し引かれます。例えば、有給休暇を３日取得した従業員は、あと２日だけ会社が時季指定す
れば良いことになります。

すでに１年に５日以上の有給休暇を取得されている企業は影響ありませんが、全従業員が年間で５日間
の有給休暇を取得しなくてはいけないため、従業員個々人の有休取得状況を把握する必要があります。

■ 年次有給休暇管理簿（新労基則第２４条の７及び第５５条の２関係）

✓ 管理用の社員コードや番号など
✓ 従業員の氏名
✓ 勤続年数
✓ 前年から繰り越された年次有給休暇の日数
✓ 新規で付与された年次有給休暇の日数
✓ 月ごとの取得日数と取得後の残日数
✓ 翌年へ繰り越しする日数
✓ 基準日

従業員の有休消化を進めるためには、会社が個
々人の有休取得状況を把握・管理する必要があり
ます。そのために必要なのが「年休管理簿」であり、
改正労働基準法の施行に伴い、管理簿の作成が
義務化されました。なお、「保管期限は３年」とされ
ており、過去３年分は記録として残しておく必要が
あります。
管理簿に必要な項目（例）は、右のとおりです。
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

養育期間の年金額計算の特例（厚生年金保険）

今回の回答者

〔質問〕

育児休業から復帰する社員が勤務時間の短縮を希望しています。

社会保険料の改定の他、利用できる社会保険の制度はありますか。

〔回答〕

仕事と育児の両立支援を目的とした「養育期間の従前標準報酬のみなし措置」

があります。

社会保険労務士
間瀬 美穂

子どもが３歳までの間、勤務時間短縮等の働き方によって給与が減少することで社会保険料の

標準報酬月額が下がっても、将来受け取る年金額に影響しないようにするための措置です。

３歳までの子どもを養育する厚生年金保険の被保険者で、本人からの申し出があれば、性別にか

かわらず利用できます。

どんな制度？

対象となる期間は？
子供の誕生日が属する月から３歳到達日の翌日の月の前月までです。

対象期間の途中に育児休業等の保険料免除の適用を受けた場合でも、継続してこの「養育期間の

特例」を利用することができます。

手続きに必要な書類は？ 申出書：厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

添付書類

1. 戸籍謄（抄）本または戸籍記載事項証明書
（申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの）

2. 住民票（コピー不可・個人番号の記載がないもの）※（申出者と子が同居していることを確認できるもの）
※提出日から遡って９０日以内に発行されたものをご提出ください。
※養育特例の要件に該当した日に同居が確認できるものをご提出ください。
（例）育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民
票が必要になります。

⚫ この申出書にあたっては、特例措置の適用を受けようとする期間に中途採用等で事業所が変わった

場合は、それぞれの事業所の被保険者期間ごとに提出が必要となります。

⚫ 再度の申し出に係る子について適用を受ける場合は、添付書類を省略できます。

保険料は
給与減少後の
改定保険料



〒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 2018年１０月・2018年１１月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

１０月１０日(水)

一括有期事業開始（建設業）届出
■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

９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

１０月３１日(水)

９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

労働者死傷病報告（７～９月分）の提出（休業４日未満の労災事故について報告）
■参考リンク：厚生労働省「労働者死傷病報告の提出の仕方を教えてください」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html

労働保険料の納付（第２期分）
■参考リンク：「労働保険料の申告・納付」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

１１月１２日(月)

一括有期事業開始（建設業）届出
■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

１０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

１１月３０日(金)
１０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

[１] 定時決定の反映と新しい保険料率による控除

定時決定により、９月から新たに改定された社会保険料が適用されます。従業員からの社会保険料の控除を翌月に

行っている場合、１０月支払いの給与から改定額に基づいた控除を行うことになります。

[２] 各都道府県で地域別最低賃金額が変わります

多くの都道府県で１０月に地域別最低賃金額が改定されます。都道府県によって適用となる年月日が異なるので、

金額および発効年月日を確認するとともに、従業員の給与が最低賃金額を上回っていることを確認しましょう。

[３] 年末調整の申告書の手配

年末調整の時期となりました。平成３０年度より、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されます。必

要書類・添付書類の準備・確認を早めに行い、記入漏れやミスの発生を未然に防ぎましょう。

[４] 賞与決定までの準備

年末賞与を支給する場合、支給額を決定するための準備が必要となります。業績や勤務成績などの情報を整理し、

人事評価資料の配布などを行いましょう。

［５］歳暮、年賀状の準備

取引先等へ暮れの挨拶としてお歳暮等を贈る場合についても、早めの準備を行いましょう。また、年賀状など年始の

挨拶についても、住所変更の確認、喪の確認など早めに取り掛かりましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

災害レベルとも言われた夏の暑さも一段落し、秋晴れの過ごしやすい日が増えてきまし

た。秋の楽しみ方は様々ありますが、私は何よりもまず「食」を楽しみます。秋ナス、サンマ

など旬の食材も良いのですが、個人的に秋は「お茶の季節」だと思っています。ほうじ茶の

豊潤さや玄米茶の香ばしさ、カモミールのほのかな甘さなどを、温かさと共に体に満たす感

覚。うるおいを求めて飲む夏の飲み物から、ほっと一息を求めて飲む秋の飲み物への転

換。暑さで疲れた心と体に僅かながらの余裕が生まれます。厳しい冬に備えて、休めると

きに休むもよし。生まれた余裕を活かして新たな努力をするもよし。私自身は後者でありた

いと思っていますが、季節の変わり目くらいはゆっくり穏やかに過ごしたいとも思います。

皆様も、体調の変化には十分に気を付けて、日々を健やかにお過ごしください（四）

『採用学』

服部 泰宏／著 2016.5.25
新潮社、1,300円+税

人手不足倒産が現実に起き

るなど今ほど人材確保が難しい

時代はありません。しかも、多く

の業界に同様の課題感があり、

企業においてはこれまで以上に

雇用の入口となる“採用”が重

要になってきています。弊社で

は、従来型の直感やフィーリン

グに頼る曖昧な採用ではなく、

その企業に必要な人材を明確

化しそれとマッチする人材を客

観的な採用基準や方法を用い

て見極められる採用コンサルタ

ントの養成を開始しております。

今回お勧めする本書も一番

の狙いは同様のところに置いて

おり、主観や慣習、勘を廃した

視点に立って最適な人材を確

保、定着させること（せっかく優

秀な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意

味がありませんので）について、

科学的かつ実際の企業実例も

交えて論じられています。２年

前の本ですが、今こそ採用担

当者に読まれるべき、採用の

本質を扱った良著です。
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