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企業は「人」です。
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➢ ワーク・エンゲージメントを高めましょう！④ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
自分の持ち味に気づいていますか？

持ち味カードリニューアル発売中！
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➢ 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。

定価 3,000円（税別）

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。

ワーク・エンゲージメントを
高めましょう！
前回、ワーク・エンゲージメントとは仕事から活
力を得て「いきいき」とした状態であり、「活力」「熱
意」「没頭」の３つの要素からなると紹介しました。
今回はその各要素についてみていきましょう。
Ⅰ．ワーク・エンゲージメントの３つの要素

活力を得ていきいきとしている状態にあります。

ワーク・エンゲージメントは、下図のように活力（ Ⅱ．ワーク・エンゲージメントの利点
Vigor)、熱意（Dedication)、没頭（Absorption)の３

シャウフェリ教授によるとワーク・エンゲージメント

つの要素から構成された複合概念です。一時的

の主な利点は次のとおりです。実証研究によって

な情動状態ではなく、持続した感情と認知によっ 明らかにされています。
て特徴づけられます。

・エンゲイジしている社員がいる部門は業績が良い

活力
就業中の高い水準のエネ
ルギーや心理的な回復力

熱意

没頭

仕事への強い関与、仕事
の有意味感、熱中、誇り

仕事への集中と没頭

没頭

特定の対象、出来事、個人、行動などに向けられた一時的な状態ではなく、
仕事に向けられた持続的かつ全般的な感情と認知
もう少し詳しく表現すると、「活力」はエネルギッ

・上司や同僚のために自発的に仕事をする

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。

シュで、傷ついてもへこたれずに立ち直る心の回 ・エンゲイジしている社員は自分の組織に忠実で

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。

への深い関与、仕事に対する意義や熱意、ひら

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。

復力、仕事に対する惜しみない努力、粘り強い取

離職率が低い

り組みなどで特徴づけられます。「熱意」は、仕事 ・仕事のミスが少なく、事故を起こすことも少ない
・健康状態が良く、ストレスに打たれ強く、陽気

めき、誇り、挑戦の気持ちなどで特徴づけられま

以上のことから、ワーク・エンゲージメント向上の

す。「没頭」は、仕事に集中し、幸せな気持ちで

取り組みは、今後企業経営の最も重要な戦略にな

夢中になることから、時間経過の速さ、仕事から

りそうですね。

離れることの難しさなどで特徴づけられます。した

次回はみなさんのワーク・エンゲージメントを測

がって、ワーク・エンゲージメントの高い人は、仕

定する方法について紹介します。楽しみにしてい

事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、

てください。

労働関係法令等の最近の動き

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報
● 厚生労働省 ストレス障害

新型コロナウイルス感染症関連情報 5月27日時点
令和２年５月２７日時点、新型コロナウイルス感染症に関連する各種支援策は次の通りです。
これら支援策の中には、令和２年度第２次補正予算の成立が前提であるものが含まれています。
このほか、２次補正に盛り込まれた「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金」「新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金」「家賃支援給付金」について準備中です。

による労災認定基準に身体・
精神的攻撃を追加

厚生労働省は、職場におけ
るパワーハラスメントに基づくス
トレス障害を労災認定するた
めの判断基準（案）を明らかに
した。「心理的負荷評価表」の
具体的出来事に「上司等から、
身体的攻撃、精神的攻撃等の
パワーハラスメントを受けた」を
追加設定し、独立項目として
判断する。医学的知見による
平均的な心理的負荷の強度
は、三段階で最高の強度「Ⅲ」
とし、上司から暴行を受けたり、
人格を否定するような執拗な
精神的攻撃を受けた場合など
は、心理的負荷を「強」と位置
付け、労災認定するとした。

新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金は、相次ぐ特例の追加によって、複雑化・緻密化しております。
すでに施行済みの特例に加え、5月27日に閣議決定した「抜本的拡充」を含めた制度の概要は下図のとおりです。

認定の前提となる「業務によ
る強い心理的負荷」を「強」と
判断する例として、「治療を要
する程度の暴行等の身体的攻
撃を受けた場合」「暴行等の身
体的攻撃を繰り返し受けた場
合」「精神的攻撃が執拗に行
われた場合」「会社に相談して
も適切な対応がなく、改善され
なかった場合」などを挙げた。
行為者は、必ずしも上司だけ
でなく、職歴の長い者や、同
僚・部下であっても豊富な経
験・知識を有す者でその者の
協力を得なければ業務の円滑
な遂行が困難な場合を含むと
している。
職場におけるパワハラ防止
対策に関する企業に対する措
置義務化は、今年６月１日から
スタートする（中小事業主は令
和４年３月３１日まで努力義
務） 。
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弊社の顧問先様には、随時、情報提供をさせて頂いております。
助成金申請にあたって不明な点などは弊社の担当者へお問い合わせください。

今回の回答者

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

在宅勤務におけるみなし労働時間制について

社会保険労務士
須田 恵子

〔質問〕
新型コロナウイルス感染予防のため、当社では新たに在宅勤務制度の導入
を検討しています。在宅勤務であれば「事業場外労働のみなし労働時間制」を
利用することができるのでしょうか？
〔回答〕
在宅勤務をしているという理由のみで「事業場外みなし労働時間制」を適用できるわけで
はありません。在宅勤務であっても、労働時間を算定することが可能な状況であればみな
し労働時間制は適用できず、通常の労働時間管理が求められます。
自宅で業務を行うことで、勤務時間とプライベートが混在して切り分けが難しく、労働時間の算定が
困難な場合には、あらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす「事業場外みなし労働時間
制」を適用することができます。しかし在宅勤務時における「みなし労働時間制」は、ガイドラインが
示す以下の３つの要件を全て満たしている場合のみ、適用されます。

➢ 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
➢ 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態に
おくこととされていないこと
→「使用者の指示により常時」とは、自分の意志で通信可能な状況を切断
することが使用者から認められていない状態を言い、「通信可能な状態」とは、
上司が部下に対してメールや電話等で随時具体的な指示を行うことが可能
であり、かつ上司等から具体的な指示があった場合、部下がそれに即応し
なければならない状態（すなわち、具体的な指示に備えて手待ち状態で待機
しているか、または待機しつつ実作業を行っている状態）を意味しています。

➢ 当該業務が、随時使用者からの具体的な指示に基づいて行われ
ていないこと
→当該業務の目的、目標、期限などの基本的事項の指示や変更の指示を
することは含まれていません。

注意点！
在宅勤務におけるみなし労働時間制は、従業員に客先への電話対応といった即応を求めたり、具体
的な指示を行ったりしないという条件のもとで認められているものです。また、みなし労働時間制であっ

ても、深夜や休日勤務を行った際は労働時間として算定し、割増賃金を支払う必要があります。
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お勧め

総務のお仕事カレンダー ２０２０年６月・２０２０年７月
改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）施行（大企業） ※ 中小企業は令和４年４月１日適用
■参考リンク：厚生労働省「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります！」

「人」Ｂｏｏｋ

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000527867.pdf
６月１日（月）
４月分の健康保険・厚生年金保険料の支払い
■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html
５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
６月１０日（水）

■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月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

『デビルパワー
エンジェルパワー』

６月３０日（火）

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

ケビン･Ｄ･ワン／著 2006.7.10
幻冬舎 1,200円+税
本書の帯にはこうあります。

６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
７月１０日（金）

■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

「なぜあなたの会社には、優秀
な人材が残らないのか?社員が
幸せな企業を顧客も株主も評

■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」

６月分の健康保険・厚生年金保険料の支払い
７月３１日（金）

価する。「金儲け」よりも大切な

■参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

何かに気づく、ビジネス寓話！」
このところのコロナ禍の影響も
あり、従来の人材難の時代から

［１］ 労働保険の年度更新
６月１日より、労働保険料の申告・納付期間となります。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、従来

潮目が変わったように感じます。

は７月１０日である申告・納付期限が８月３１日まで延長されています。また、同感染症の影響により事業に係る収入

とはいえ、優秀な人材の採用と

に相当の減少があった事業主については、申請により、労働保険料の納付を１年間猶予することができます。詳細は

定着というテーマは、状況によ

参考リンクからご確認下さい。

らず企業にとって普遍的な課題

■ 参考リンク：厚生労働省「令和２年度労働保険料等の申告・納付期限が令和２年８月３１日まで延長されました」

ではないでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633472.pdf

本書はその要諦を寓話という
読みやすいスタイルによって教

■ 参考リンク：厚生労働省「令和２年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/keizoku-all.pdf

えてくれます。タイトルの「デビル
パワー」は「悪魔のような細心さ、
執着性、徹底性、厳しさ」など
の力を、「エンジェルパワー」は
「他人を認めること、愛情、相
手の気持ちを考えるといった人
の心に対する温かい力」を指し
ます。上記の普遍的な課題を

［２］ 算定基礎届
７月１日現在使用している被保険者および７０歳以上被用者について、４月～６月に支払った賃金を基に標準報酬月
額が決定（定時決定）されます。定時決定の対象とならない被保険者の確認など、事前の準備を行いましょう。
■ 参考リンク：日本年金機構「算定基礎関係Q&A（令和２年度）」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.files/QA.pdf
［３］ 賞与支払届の提出
賞与を支給した場合は、従業員から社会保険料を徴収する必要があります。支給日より５日以内に所轄の年金事務

クリアする企業のマネジメントに

所（健康保険組合に加入している場合は健康保険組合）へ賞与支払届を提出してください。

この両方ともが欠かせないとの

■ 参考リンク：日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」

こと。胸に響く格言とともに物語

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html

を味わいながら学べます。

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
外出自粛で家に籠りっきりの５月連休中、ふと思い立って自宅のベランダでトマトの栽培をはじめ
ました。４株植えた苗にはもう小さな緑色の実がなっています。トマトを植えて以降、通勤途中に民
家のプランターを見つけては『柔らかそうな土だな…』とか『支柱の立て方が凝ってるな…』とか、こっ
そり観察することが癖になりました。ちょっとしたことでも何か新しいことを始めると、身近でも今まで
気付かなかったことに気付いたり、今までとは違う興味で世の中を観察したり、自分自身が色々変
わるものだなぁと、何だかトマトから大層なことを学んだように感じています。
「新たな生活様式」が提唱されたり、テレワークが一般的になったり、私たちの働き方も一部変え
ざるを得ない状況にありますが、どうやって生産性を維持・向上させるか、前向きに考えていきたい
ものです。とはいえまずは健康第一。こまめな手洗いを忘れず皆様も健康でお過ごしください。（四）

社労士法人

株式会社
〒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

