
第２回目は、「マズローの欲求5段階説」につい

て紹介します。経営学にも応用されている理論で

、「人間は自己実現に向かって絶えず成長する」

という仮説をもとに作られた理論です。この理論は

、社員の成長や自己理解を深めていくにあたって

とても役に立ちます。

①. 生理的欲求：人を動機付ける最も根源的な

欲求で、酸素、食物、性、睡眠など生命維持に関

わるものに対する欲求。②. 安全・安定の欲求：身

の安全、身分の安定、保護された気持ち、不安・

混乱からの自由などを求める欲求。③. 社会的欲

求：孤独を避けたい、家族、友達、同僚、サークル

など共同体の一員に加わりたい、周囲から愛情深

く暖かく迎えられたいなどの欲求。④. 承認の欲

求：自己の自己に対する評価の欲求（強さや達成

、熟達、

能力への自信など、自己をより優れた存在と認める

自尊心とも言えるものへの欲求）他者からの評価

に対する欲求（評判や信望、地位、名誉、優越、

承認などを求める欲求）⑤. 自己実現の欲求：人が

潜在的に持っているものを開花させて、自分らしく

なりたいと感じる欲求です。なお、マズローは晩年

に至高体験（熱中し夢中になる）を実現したいとす

る⑥超越的自己実現欲求を発見しました。

左記①～⑤の欲求ですが、①～④は欠乏欲求と

言われています。足りないと不満が生じます。⑤は

成長することそれ自体が目的になります。したがっ

て、社員がどの段階を重視しているのか、またはど

の段階にいるのかを注視する必要があります。言い

換えれば、社員が何を求めているのかということで

す。

①～④を満たし、⑤に向かわせるような支援が必

要といえます。⑤に向かわせるのは、社員の持つ本

来の持ち味が発揮できるように、応援をしてあげるこ

とでしょうか。

また、社員個人としては、今自分がどの段階（欲

求）と向き合っているのかを考えてみるのもよいので

はないでしょうか。

次回は、マクレガーが主張したモチベーション

理論である、Ｘ理論・Ｙ理論についてお伝えします。
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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。

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ
モチベーションの理論を経営に活かす！② P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『求人難時代における働き方改革の実現』 P.2

労務の泉：『ノーワーク・ノーペイの原則とは』 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！

Ⅱ．マズローの欲求５段階説を経営に活かす！

Ⅰ．各階層の意味とは

ジャイアントパンダ（クマ科ジャイアントパンダ属）

• 群れや家族を形成せず、基本的に単独で行動し
ている。他のクマ科動物と異なり冬眠はしない。

• 栄養価の低い笹を主食としているため活発には行
動せず、活動時間の大半は食事をして過ごす。

今号の写真

⑤
自己実現
の欲求

④承認の欲求
（尊敬･自尊の欲求）

③社会的欲求
（所属と愛の欲求）

②安全･安定の欲求

①生理的欲求

欠乏欲求

成長欲求

⑥超越的自己実現欲求
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“求人難時代”における働き方改革の実現 ～ 中小企業支援策のご紹介 ～

中小企業・小規模事業者にとって、働き方改革を実施するには、昨今の深刻な人材不足と相まって、取
り組みに必要なノウハウや、投入する人・時間・資金の面で制約や課題があります。
今号では、中小企業・小規模事業者における働き方改革の実施を支援する政府、厚生労働省等による
取り組みをご紹介します。

項目 主な支援策

相談窓口
（専門家）

• よろず支援拠点（経営課題に応じた適切な支援機関を紹介）

• 働き方改革推進支援センター（労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し）

• 事業所見学会や就職面接会などを実施（ハローワーク）

人手不足 • 中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン、人手不足対応事例集の公開

生産性向上
＆

業務効率化

• ものづくり・商業・サービス補助金（革新的な開発・改善に必要な設備投資）
• IT導入補助金（生産性向上に資するITツール（ソフトウェア）の導入）
• 小規模事業者持続化補助金（商工会議所と作成した経営計画に基づく販路開拓等）
• 固定資産税の特例（生産性向上特別措置法による）
• 人材確保等支援助成金（金融機関と連携し、省力化の設備等の導入等）
• 業務改善助成金（生産性向上に資する設備・機器の導入等）
• 時間外労働等改善助成金（出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用等）

魅力ある職場づくり
＆

社員育成

• 両立支援等助成金（育児休業の円滑な取得・職場復帰の支援や代替要員の確保）
• 65歳超雇用推進助成金（66歳以上の継続雇用延長や65歳以上への定年引上げ）
• キャリアアップ助成金（非正規雇用労働者の正社員化等）
• 産業保健関係助成金（従業員数５０人未満の事業場のストレスチェックの助成金）
• 人材開発支援助成金（教育訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成）

■ 人手不足感の強い中小企業においては、生産性向上とともに、多様な人材の活用が求められる
求職難から求人難の時代に突入し、深刻化する人材不足は経営上の不安要素としても年々大きくなっ
ており、人材不足は恒常化しうる問題として捉える必要があります。
また、次のような中小企業に見られる人材採用の特徴を活かし、女性、高齢者、外国人等の多様な人材
に視野を広げ、働き手の立場にたった職場環境整備等を進め、人材を確保する（掘り起こす）取り組みが
効果的であると提言されています。

• 新卒は大企業志向が強い（中小企業の有効求人倍率は、大企業の約6倍）
• 復職女性は新卒女性よりも中小企業に就業する割合が高い
• 企業規模が小さいほど高齢者の割合が高い
• 留学生の半数は従業員１００人以内の企業に就職

■ 中小企業・小規模事業者に対する公的支援
上記の中小企業における現状・課題に基づいて、次のような支援を各公的機関から
受けることができます。

●外国人労働者の受け入れ、

５年で最大３４万人想定

外国人労働者の受け入れ拡

大に向けた出入国管理法改

正案をめぐり、政府が法施行

を予定する２０１９年から５年間

で約２６万～３４万人の受け入

れを想定していることがわかっ

た。初年度の１９年度では約３

万３千～４万７千人を見込む。

政府がまとめた試算では、外

国人労働者の受け入れを増や

す背景として労働者不足の見

通しも示され、１９年度で約６０

万人以上、１９年度から５年間

で約１３０万～１３５万人の労働

者が不足すると見込んだ。

改正案では、新在留資格

「特定技能」１号と２号が創設さ

れる。１号の在留期間は通算５

年で家族の帯同は認めず、建

設や農業など１４業種を検討し

ている。熟練した技能が条件

の２号を取得すれば長期滞在

が可能になり、配偶者と子供を

帯同できる。

●パワハラ防止策初提示、厚

労省は年内取りまとめへ

厚生労働省は労働政策審議

会の分科会に、職場のパワー

ハラスメントを防止するための

対策案を初めて提示した。法

律や指針で企業側に周知や

相談対応を義務付ける案や、

行為そのものを禁止する例な

どを示したが、労使代表の意

見はまとまらず、分科会は結

論を持ち越した。年内の取りま

とめを目指す方針。

現行制度ではパワハラを規

制する法律はない。労働者側

は法規制を強く求めているが、

経営者側は「パワハラに当たる

かどうかは個人の感じ方による。

線引きが難しい」として消極的

な姿勢を示している。

特に、行為自体の禁止には

「違法となる行為の定義が困

難」「民法など他の法令との整

理が必要」などと慎重意見も相

次いだ。中小企業団体の代表

は、法改正でなく「まずは指針

を策定して周知すべき」と主張

した。
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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

『ノーワーク・ノーペイの原則』と
減給、休業手当との違い

〔質問〕

「ノーワーク・ノーペイの原則」と「減給」の違いは何ですか？

また、「休業手当」の支払いはどんなときに必要となりますか？

〔回答〕

① ノーワーク・ノーペイの原則とは、「欠勤、遅刻、早退などで労務の提供がない時間に

ついては、賃金を支払う義務が発生しない」ことをいいます。

② 減給はあくまで制裁として行うことです。

③ 休業手当は使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合に支払うものです。

今回の回答者

社会保険労務士
水高 直子

① ノーワーク・ノーペイの原則

② 減給

③ 休業手当

実際に労務の提供のない部分の賃金をカットする

制裁として賃金をカットする

労務の提供がなくても、それが使用者の責に帰
すべき事由によるものなら休業手当を支払う

たとえば、賃金の支払い形態が月給制の場合でも、就業規則に

「欠勤控除」や「遅刻早退控除」について定めておけば、欠勤、遅刻、

早退などの時間部分について賃金をカットすることは可能です。この

場合、基本給以外の諸手当もその対象とするかどうかも就業規則に

定めておく必要があります。

① ノーワーク・ノーペイの原則

②減給
ノーワーク・ノーペイの原則と混同してしまうものに「減給」がありますが、これはあくまでも無断欠勤や無断遅刻などの

服務規律違反に対して、【制裁】として賃金をカットすることを言います。

従業員に対して減給の制裁を行うには、就業規則にその定めをしておく必要があります。また、一回の額は平均賃金の

１日分の半額を超えてはならず、総額が当該賃金支払期における総額の１０分の１を超えてはいけないとされています。

③休業手当
労務の提供がない場合については賃金を支払う義務は発生しませんが、例外もあります。それは「使用者の責に帰す

べき事由」により休業させた場合です。この場合は、平均賃金の６０％以上の金額を「休業手当」として支払う必要があり

ます。

＜規定例＞

第○条（欠勤控除）

所定労働日を休業した場合は、次の計算式により

その不就労の日に応じる賃金を控除する。

基本給＋○○手当＋○○手当

月平均所定労働日数

欠勤日数
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー 2018年１２月・201９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３日（月）

～

１２月３１日（月）

障害者週間

■参考リンク：内閣府「障害者週間」

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/index-kk.html

１２月１０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

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期の特例」

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

１月１０日(木)

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

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期の特例」

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

１月３１日(木)

１２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

継続・有期事業概算保険料延納の支払（第３期分）

■参考リンク：厚生労働省「労働保険の申告・納付」

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

労働者死傷病報告書の提出（休業４日未満の１０月～１２月分の労災事故について報告）

■参考リンク：厚生労働省「労働災害が発生したとき」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rous

ai/index.html

法定調書（源泉徴収票、報酬等支払調書、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」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7401.htm

給与支払報告書の提出

■参考リンク：国税庁「平成３０年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm

[１] 賞与支払届の提出

賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を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）へ届け出る必要があります。

［２］ 年末調整

年末調整に係る資料の回収、添付漏れのチェックや入力等の作業は順調でしょうか。今年は各従業員から「平成３

０年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」、「平成３０年分給与所得者の配偶者控除等申告書」、「平成３０年

分 給与所得者の保険料控除申告書」の計３枚を回収する必要があります。また、配偶者控除および配偶者特別控除

の適用要件・控除額についても、前年度からの変更点を確認しておきましょう。

■参考リンク：国税庁「平成３０年分 年末調整のしかた」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm

■参考リンク：国税庁「配偶者特別控除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

１１月初旬、気象庁よりエルニーニョ現象の発生が発表されました。日本での暖冬をはじめ

として、世界各地での異常気象を引き起こすと言われるこの現象。発生は２０１６年以来およ

そ２年ぶりだそうです。果たして今年の冬は本当に暖かくなるのでしょうか。

寒い寒いと口にすることが多くなってはきましたが、個人的には、寒い冬は嫌いではありま

せん。湯たんぽを入れ、これでもかと毛布を重ねた布団に潜り込むのは至福のひと時です。

その心地よさと引き換えに、朝の起床がかなりの苦行となってしまいますが。

冬を越えるといよいよ２０１９年。「働き方改革」実現のため、個人も企業も具体的な取り組

みと成果が求められる年となります。生産性向上のために何ができるのか、暖かい布団の中

でじっくり考えてみるのもまた一興ではないでしょうか。（四）

『１on１マネジメント』

松丘 啓司／著 2018.5.10
ファーストプレス、1,500円+税

ノーレイティング（一年を通じ

定期的に実施する人事評価に

より、５～１、S～Ｄなどのランク

付け（レイティング）を行い、これ

を報酬などの処遇に反映させる

しくみを廃止すること）が今やア

メリカ企業の潮流となり、日本の

企業にも徐々に浸透しつつあり

ます。環境変化のスピードが速

く、年に何度かの定期的な評

価、フィードバックではそのスピ

ードに対応できないというのがそ

の要因です。これを解消するた

めに導入されたノーレイティング

で最も大切な機能として取り組

まれるのが、本書のタイトルにあ

る「1on1」です。最低毎月１回、

企業によってはそれ以上の頻

度および臨機応変に上司と部

下が１対１の面談を行うというも

のです。リアルタイムで振り返り

と軌道修正を行いながら、パフ

ォーマンス向上を支援していく

ための場です。実際にその面談

の場でどんなやりとりを行うのが

効果的なのか、目的とマインド

セットとともに教えてくれます。
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