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定価 3,300円（税込）

【パワハラ防止法の施行】
2020年6月1日（中小企業は
2022年4月1日）、パワハラ防
止法が施行されました。職場
のいじめ・嫌がらせの増加傾
向に歯止めをかけるために、
職場においてパワハラを予防、
防止するための措置が義務
化されました！

➢ 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。

パワハラのない理想の職場づく
りをしましょう！
前回はなぜパワハラ予防が重要なのか、その理
由を構造的に説明しました。今回はパワハラが起こ
るメカニズムについてお伝えします。
Ⅰ．怒りの発生段階
パワハラの要因となる怒りには発生の段階があり

と下図のようになります。

ます。いきなり怒りが発生するわけではありせん。こ

【パワハラの予防に向けて】
パワハラはルールや防止措
置だけでは根絶することは困
難です。それは、パワハラが
起こる要因は、人の「感情」の
問題だからです。
パワハラを発生させないた
めには、働く人たちにとって安
心・安全な職場（パワハラが起
こりづらい環境）をどのように
つくるかがポイントになります。
そのためには、「望ましい組
織の在り方」を明確にすると同
時に、なぜ、人は怒りという感
情を持つのかという理解、人と
人との関わりの質（関係の質）
を高めていくことが重要であり、
パワハラの予防につなげてい
くことができます。

の怒りのメカニズムを知ることで自分を客観視でき、

【パワハラ予防カードとは】
パワハラ予防カードは、パワ
ハラを未然に防ぐために知っ
ておくべき知識と実践項目を
厳選・順序化して55枚のカー
ドにしたものです。

しかしながら、２．他人も同じように考えていてくれる ルフケアをすることです。

ぜひパワハラ予防カードを
活用して、働きがいのある生
産性の高い理想の職場を皆
さんでつくっていってください。

はまだ怒りは発生しませんが、何かのきっかけで

言い切れません。組織風土や制度などに起因する

４．分かってよ！と怒りにまで発展してしまいます。

場合もあります。次回はパワハラの起きやすい組織

Ⅱ．一次感情と二次感情

についてお伝えします。皆さんの会社は大丈夫か

怒りに巻き込まれないように対処できるようになりま
す。下図は怒りの発生段階です。

心のコップ

図の心のコップの中はネガティブな一次感情がい
（怒り：二次感情）

（一次感情）

っぱいです。これが溢れた時に怒り（パワハラ）にな
ります。ではどうすれよいかですが、早めに一次感

私たちには１．自分が大切にしている信念や価値 情に気づき、心のコップにスペースをつくったり、ネ
観があります。これ自体に良い悪いはありません。

ガティブな感情をポジティブな感情に変えていくセ

と無意識のうちに期待をしています。要するに自分

それと、そもそも自分と他人は違う人間だと認識

と他人を同一視して相手も同じだと期待していると

すれば期待が下がりますので、一次感情が発生し

いうことです。３．この期待が裏切られるとネガティ

ずらくなります。

ブな感情（一次感情）が沸きおこります。この段階で

パワハラが起こるのは個人の感情の問題だけとは

一次感情と二次感情の関係をクローズアップする チェックしてみましょう。

労働関係法令等の最近の動き

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報
● 大学生の就職内定率８３．
０％ 前年同期比で０．８ポイ
ント上昇
厚生労働省と文部科学省は、
令和４年３月大学等卒業予定
者の就職内定状況（令和３年１
２月１日現在）を取りまとめ、公

～２０２２年４月改正～
「女性活躍推進法」が“労働者１０１人以上の事業主”も義務対象へ
女性活躍推進法とは、「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として、事業主に女性
活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けてい
るものです。現時点で義務の対象となっているのは「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」ですが、同法の改
正により、2022年4月1日から「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」も義務の対象になります。
本号では、4月までに企業が対応すべきこと（概要）をご紹介します。
■ 義務対象となる企業に求められる取り組み
義務対象となる企業には、「一般事業主行動計画の策定と公表」として次の1～４が求められます。
Step.1

女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」

表した。大学卒の就職内定率
は８３．０％で、前年同期比を０．
８ポイント上回った。
航空、旅行など一部業界で
は採用抑制の傾向が続くもの
の、業績回復で採用に積極的
な企業も多く、比較的高い水
準を維持した。
男女別では男子が８１．３％
（前年同期比０．９ポイント増）、
女子が８５．０％（同０．７ポイン
ト増）。地域別では、最も高い
関東が８６．７％、最も低い中
国・四国が７５．４％だった。

まずは自社の女性労働者の活躍状況を把握します。
必ず把握しなければいけない項目は次の４つです。状況に応じて把握する項目は他にもあります。
① 採用者に占める女性比率あるいは労働者に占める女性比率
直近の事業年度の女性の採用者数÷直近の事業年度の採用者数×100（％）
② 平均勤続年数の男女比
女性の平均勤続年数÷男性の平均勤続年数
③ 月別の平均残業時間数
各月の総残業時間数（法定時間外労働と法定休日労働）÷労働者数
④ 管理職に占める女性比率
女性の管理職数÷管理職数×100（％）
「課題分析」であてはまった①～⑤それぞ
次に把握した①～④について、「課題分析」をします。
れに応じた「策定例」「計画例」が厚生労働
①が４０％を下回る
省や労働局のリーフレットに記載されてい
②が８０％を下回る
③の残業時間が平均４５時間を上回る月がある ます。（下記、参考資料）
例を参考にしながら、自社の課題に応じた
④が４０％を下回る
行動計画を策定します。
⑤上記①～④にあてはまらない

● ２１年３月卒初任給調査
大卒・事務系 横ばいの２１．９
万円
経団連と東京経営者協会が
実施した２０２１年３月卒の決
定初任給調査によると、大学
卒・事務系は２１万９４０２円、

Step.2

「行動計画」を策定する

（参考資料）
厚生労働省 東京労働局：行動計画策定かんたんガイド（PDF）
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう！（PDF）

Step.１の状況把握、課題分析の結果を勘案し、行動計画を策定します。
行動計画には、次の（a）～（d）を盛り込むことが必要です。
（a）計画期間
（b）数値目標
（c）取組内容
（d）実施時期

技術系は２２万４３８円で、３年
ぶりに技術系の水準が事務系
を逆転している。引き上げ率は
St
ep
2

順に０．４０％、０．５１％となり、
前年結果を下回った。事務系
について産業別の水準では、
土木建設業２２万７９６２円、

分析結果①～⑤に対応し
た行動計画の「策定例」 「
計画例」が厚生労働省や
労働局のリーフレットに記
「課題分析」に基づき、行動計画を 載されています。
例を参考にしながら、
策定
Step.2において、⾃社の課
題にあった⾏動計画をを策
定します。

卸・小売業２２万２７８６円、サ
ービス業２２万２６１５円、機械
器具２１万５３３９円などとなっ

Step.3

ている。

社内周知と外部公表は両方とも行います。
1．社内周知
就業規則と同様、社内の見やすい場所への掲示・備え
付けや社内ネットワークへの掲載など、社内の誰もが閲
覧できる状態にしておきます。
2．外部公表
会社のホームページに掲載、または厚生労働省が運営
する『女性の活躍推進企業データベース』に掲載 等

初任給を引き上げた企業の
割合は２９．９％で、２０１４年以
来７年ぶりに３割を割り込んだ。
据え置いた企業の割合は、前
年の５７．４％から６９．６％に上
昇している。

行動計画の「社内周知」と「外部公表」

Step.4

「届出」と「情報の公表（年１回）」

1.届出
『一般事業主行動計画策定・変更届』を管轄労
働局に「届出」します。
2.情報の公表
女性活躍に関する情報を「女性の活躍推進企
業データベース」に登録し、年１回更新します。
顧問先様には弊社担当より詳細をご案内させて
頂きます。

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！

雇用保険料率の引き上げについて

社会保険労務士
須田 恵子

〔質問〕
新型コロナウイルス感染症の経済への影響によって雇用保険財政がひっ迫しているため、
令和４年１０月から令和５年３月まで、失業等給付に関わる雇用保険料率が１０００分の６に
引き上がるとニュースで聞きました。失業等給付に関わる保険料率というのはどういうことで
しょうか？労使の負担はどのように変わるのでしょうか？そもそも雇用保険料の費用負担の
仕組みがよくわからないので教えて下さい。
〔回答〕
雇用保険は、失業等給付、育児休業給付と雇用保険二事業の３つの機能を有する保険制
度です。３機能の内、失業等給付に係る保険料率は、現在２/１０００ですが、令和４年１０月
から令和５年３月まで６/１０００に引き上がる予定となっています。詳細は以下の通りです。

雇用保険制度について
雇用保険は、
①労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のため
に失業等給付を支給する。
②労働者が子を養育するために休業した場合に、生活及び雇用の安定のために育児休業給付を支給する。
③失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福
祉の増進を図るために雇用保険二事業（雇用調整助成金等）を行う。
という雇用に関する総合的な機能を有する制度です。

雇用保険料費用負担の仕組みと保険料率（一般の事業の場合）
失業等給付

育児休業給付

雇用保険二事業

（労働者・事業主で折半負担）

（労働者・事業主からで折半負担）

（事業主が負担）

現行

２/１０００

４/１０００

３/１０００

R4.4~
R4.9

２/１０００

４/１０００

３．５/１０００

R4.10~
R5.3

６/１０００

４/１０００

３．５/１０００

⚫

⚫

失業等給付の保険料率と育児休業給付の保険料率は労使折半となっているため現行での保険料の費用
負担は、労働者負担3/1000（2/1000＋4/1000）÷2、事業主負担6/1000（3/1000（折半分）＋3/1000（雇用
保険二事業））となっています。
現在厚生労働省が示している方針によりますと、令和4年4月からは雇用保険二事業が3.5/1000に引き上
がるため、事業主負担のみ6.5/1000（3/1000＋3.5/1000）に変更となり、令和4年10月から令和5年3月まで
は、失業等給付の保険料率6/1000に引き上がるため、労働者負担が5/1000（（6/1000＋4/1000）÷２）、事
業主負担8.5/1000（5/1000（折半分）＋3.5/1000（雇用保険二事業）となる予定です。
雇用保険料率の引き上げについては、通常国会で審議された後、最終的に決定されるため、
令和４年１月２８日現在で厚労省から正式な発表は出ておりません。そのため、内容が変更と
なる可能性があります。
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総務のお仕事カレンダー ２０２２年２月・３月

お勧め

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

「人」Ｂｏｏｋ

２月１０日（木）

■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
所得税および復興特別所得税の確定申告受付開始

２月１６日（水）

■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
１月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

２月２８日（月）

■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

『人事のための
ジョブ・クラフティング入門』
川上 真史ほか・著 2021.10.7
弘文堂、税込み1,760円

「２０２２年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」に基づく２０２３年新卒入社
３月１日（火）

■参考リンク：内閣官房「２０２２年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2022nendosotu/index.html

副題に“「個人」と「組織」のエ

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

ンゲージメントを高める新メソッ
ド”とあるとおり、本書は本題の

者の採用広報活動開始

３月１０日（木）

■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

ジョブ・クラフティングと同程度
の割合でワーク・エンゲージメン

２月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

トについて、心理学の研究成果
をもとに詳しく書かれています。
エンゲージメントを「社員と組
織との結びつき・関係性」と定

３月３１日（木）

■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

［１］ 新年度の３６協定締結

義されるケースがたまにありま

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協定を締結して労働基準監督署へ届

す。“エンゲージ リング”（婚約

け出る必要があります。４月起算等の年度単位でこの協定を締結している場合には、現在の協定の有効期間を確認し、

関係）からそのように連想され

更新時期にあたる場合には忘れずに締結と届出を行いましょう。

るようですが、これは誤解です。
仕事に従事する＝engage in

■ 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

～ がそもそもの語源とのこと。
一方、ジョブ・クラフティングは
仕事を「手づくり」する＝仕事を
「自ら創意工夫し変化させる」こ
とをいいます。これだけだと何の
ことかわからないと思いますの
で、ぜひ本書で理解を深めてい

［２］ １年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
[１]の３６協定と同様に、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。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。
■ 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/dl/040324-6a.pdf

ただければと思います。
ジョブ・クラフティングがワー
ク・エンゲージメントを高める鍵
であること、並びにその理論の

［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、受け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・その他の備品などの準備も忘れずに行いましょう。

人事施策への落とし込みにつ

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

いて学べる貴重な１冊です。

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されないよう、十分に注意しましょう。

ホームページもぜひご覧ください https://www.delight-c.com/
Editor's note
令和４年となって最初のデライトニュースです。私事ですが、年末年始は九州の実家で家族と一緒
にゆっくり過ごしました。年に１度、このときだけ会う甥っ子は３歳になり、昼夜を問わずおしゃべりが
止まりません。一昨年会ったときにはまだ歩いてもおらず、去年はまだ単語すら発していなかったの
で、毎年成長の早さに驚かされてばかりです。なお、普段から口数が少ない私のことは何となく恐ろ
しいのか、遠巻きに眺めるばかりであまり近づいてもらえず悲しい思いをしました。同じく年に１度し
か会わない叔母（私の姉）とは手をつないで庭を散歩するくらい仲良くなっているのに…
男性版育休（出生時育児休業）に関する法改正など、令和４年は労務管理においても出産・育児に
関する重要な取組み事項があります。弊社顧問先様におかれましては、ご不明・ご心配な点が御座
いましたら、担当者へ随時ご連絡下さい。（四）
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