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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！⑥ P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『社会保障・労働分野の様々な計画の内容』 P.2

労務の泉：『有期契約労働者の育児休業』 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？

アルパカ（偶蹄目ラクダ科）

• 被毛を目的として品種改良された家畜であり、毛
は柔らかく四肢の先まで密生している。

• 被毛は長い部分で４０～６０ｃｍ程の長さになり、
刈らずにいるとさらに伸び続ける。

今号の写真

モチベーションの理論をもっと、
経営に活かしましょう！

第６回目は「期待理論」です。この理論は、教育心

理学者のブルームによって提唱され、ポーターとロ

ーラーの研究により発展した有名なモチベーション

理論です。

期待理論によると、ある行動に対するモチベーショ

ン（ここでは「行動意欲」の意味）の強さは、「達成の

期待度」と「報酬の魅力度」を掛け合わせることによ

って求めることができるとされています。「達成の期

待度」とは、「これならできそうだ」という期待感のこと

です。一方、「報酬の魅力度」とは「この報酬が欲し

い」という強い思いのことです。期待理論の説明と公

式は下図の式で表すことができます。

ポイントは、「達成の期待度」も「報酬の魅力度」も、

人によってその程度は様々ということです。

すなわち、人材（部下）育成やマネジメントに活用

することで効果が期待できます。

特に「報酬の魅力度」は、その人の価値観によって大

きく異なります。例えば、「称賛（報酬）を浴びる」が、

全ての人にとって魅力が高い報酬になるとは限りませ

ん。したがって、上司が部下のモチベーションの向上

を図るためには、部下にとって何が実現できる行動な

のか（「達成の期待度」が高いか）、その行動によって

部下は何を得たいと思っているのか（部下にとって「

報酬の魅力度」はどのくらいか）を理解しておくことが

大切です。

さて、これまでモチベーションに関する主な理論を

紹介してきましたが、次回で最終回にしたいと思いま

す。

Ⅰ．期待理論とは

Ⅱ．期待理論のポイント

https://jbmhrd.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/tama1.png
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●副業・兼業 時間把握は労

働者の自己申告が前提 「管

理甘く」懸念も厚労省検討会、

政府は促進

労働者の副業・兼業のあり方

を議論する厚生労働省の検討

会は、副業分も加えた労働時

間を企業が把握する際、労働

者による自己申告を前提とす

ることなどを提案する報告書を

まとめた。政府は副業や兼業

を促進しているが、長時間労

働に陥りかねないとの懸念もあ

る。自己申告は労働時間の把

握が甘くなるとの指摘もあり、

労働者側から「自己申告に頼

る制度は慎重であるべきだ」と

の批判が出ている。

労働基準法は労働者の健康

を守るため、複数の事業場で

雇用される場合、労働時間は

合算すると定めているが、報

告書は労働時間を合算して把

握することが実務的には困難

と指摘。労働者のプライバシー

への配慮も必要だとして「労働

者の自主性を尊重した措置に

ならざるを得ない」と協調し、

自己申告を前提とした。

報告書では合計の労働時間

を管理しやすくするため、勤務

先ごとに１ヵ月の上限時間を設

定することや、勤務先同士で

労働時間を調整するといった

案を示した。

一方で、労働時間を合算せ

ず、それぞれの企業ごとに管

理する選択肢も残した。この場

合、実際の労働時間が把握で

きなくなり、長時間労働に繋が

り得るとした。

報告書がまとまったことを受

け、今後、労使の代表が話し

合う厚労省の諮問機関である

労働政策審議会で具体的な

議論が進む見通し。

社会保障・労働分野の様々な計画の内容（今後の検討テーマ）

新聞等、各種報道でご覧になった方も多いと思いますが、６月は社会保障や労働分野における様々な制度
改革に関する記事が取り上げられました。
現時点では、あくまで計画に盛り込まれることが決まったに過ぎず、今後検討が重ねられていきますが、企
業としてはこれらの検討の進捗を注視し、どういったことが今後起こり得るのか（法改正されるのか）を予測し、
今後の方針や対策を想定しておく必要があります。
今号では、令和元（２０１９）年６月２１日に決定された、下記の３つの計画等に盛り込まれたテーマを整理し、
その中から「７０歳までの就業機会確保」等についてご紹介します。

『規制改革実施計画』

規制改革推進会議

『成長戦略実行計画』

未来投資会議

『経済財政運営と改革の基本
方針２０１９』（骨太の方針）

経済財政諮問会議

• 介護休暇の時間単位取得を

可能に

• 副業・兼業、テレワークルール

の見直し

• 日雇派遣のルールの見直し

• 行政手続コストの削減

• ジョブ型正社員の雇用ルール

の明確化

• 年休の取得しやすさ向上に

向けた取組

• ７０歳までの就業機会確保

• 中途採用、経験者採用の促

進

• ７０歳までの就業機会確保

• 中途採用、経験者採用の促

進

• 働き方改革の推進

• 勤労者皆社会保険制度の実

現を目指した検討

• 在職老齢年金の在り方の検

討

令和元（２０１９）年６月２１日に決定された、下記の３つの計画等に盛り込まれたテーマ

■ 多様な選択肢を法制度上整え、企業と個人が話し合って選択できる仕組み
人生１００年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を
整備することが必要である。
高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、７０歳までの就業機会の確保を図りつつ、６５歳までと異なり、
それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、とり得る選択肢を広げる必要がある。
このため、６５歳から７０歳までの就業機会確保については、多様な選択肢を法制度上整え、当該企業とし
ては、そのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話し合う仕組み、また、当該個人にどの選択肢を適
用するか、企業が当該個人と相談し、選択ができるような仕組みを検討する。
法制度上整える選択肢のイメージは、以下の（A）～（G）が想定し得る。

（A）定年廃止
（B）７０歳までの定年延長
（C）継続雇用制度導入（現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む）
（D）他の企業（子会社・関連会社以外の企業）への再就職の実現
（E）個人とのフリーランス契約への資金提供
（F）個人の起業支援
（G）個人の社会貢献活動参加への資金提供

■ 第一段階の法制整備
７０歳までの就業機会の確保を円滑に進めるためには、法制についても、二段階に分けて、まず、第一段階
の法制の整備を図ることが適切である。
第一段階の法制については、法制度上、上記の（A）～（G）といった選択肢を明示した上で、７０歳までの就
業機会確保の努力規定とする。また、必要があると認める場合は、厚生労働大臣が、事業主に対して、個社
労使で計画を策定するよう求め、計画策定については履行確保を求める。

■ 第二段階の法制整備
第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、現行法のような企業名公表による担保（いわゆる義務
化）のための法改正を検討する。この際は、かつての立法例のように、健康状態が良くない、出勤率が低い
などで労使が合意した場合について、適用除外規定を設けることについて検討する。

■ 年金制度との関係 ～ 就労を阻害するあらゆる壁を撤廃し、働く意欲を削がない仕組みへ ～
７０歳までの就業機会の確保に伴い、現在６５歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行わない。
他方、現在６０歳から７０歳まで自分で選択可能となっている年金受給開始の時期については、７０歳以降も
選択できるよう、その範囲を拡大する。加えて、在職老齢年金制度について、公平性に留意した上で、就労
意欲を阻害しない観点から、将来的な制度の廃止も展望しつつ、社会保障審議会での議論を経て、速や
かに制度の見直しを行う。
このような取組を通じ、就労を阻害するあらゆる壁を撤廃し、働く意欲を削がない仕組みへと転換する。

７０歳までの就業機会確保
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

有期契約労働者の育児休業について

今回の回答者

〔質問〕

入社後、３ヵ月を経過した有期契約の社員から育児休業を取得したいとの申し出がありました。

この有期契約の社員は、育児休業を取得することが出来ますか？

〔回答〕

有期契約労働者の場合、育児休業を取得するには下記①と②の要件を満たしている必要

があります。ご質問のケースですと、①の要件を満たしていないため、育児休業の対象とはな

りません。しかし、これは１年未満の有期契約労働者に育児休業を与えてはならないと規制

するものではありません。そのため、会社として育児休業を認めることも可能です。

社会保険労務士
須田 恵子

育児休業の対象となる労働者

※ ただし、有期契約労働者の場合、育児休業を取得するためには下記①と②の要

件を満たす必要があります。

①同一の事業主に引き続き１年以上雇用されていること

②子が１歳６ヵ月に達する日までに労働契約（更新される場合には、更新後の契

約）の期間が満了することが明らかでないこと

育児休業の対象とはならない労働者

育児介護休業法上の対象外 労使協定を締結して対象外とすることが可能

⚫ 日雇労働者

⚫ 前記、①と②の要件を満たさない有期契約労

働者

⚫ 入社後１年未満の労働者

⚫ 申し出の日から１年以内（１歳６ヵ月または２

歳までの延長をする場合は６ヵ月以内）に雇

用関係が終了することが明らかな労働者

⚫ １週間の所定労働時間が２日以下の労働者

１歳に満たない子を養育する労働者で、本人が育児休業の
取得を希望した場合、これを取得させなければならない。

（原則）
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー 201９年８月・201９年９月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

８月１３日(火)

７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付の特例」

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

９月２日（月）

７月分の健康保険・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」

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

９月１０日（火）

８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付の特例」

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

９月１６日（月）

２０２０年３月高校卒業予定者の採用選考・内定解禁

■参考リンク：厚生労働省「２０２０年３月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦および選考開始

期日等について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193580_00001.html

９月３０日（月）

８月分の健康保険・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」

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

[１] 夏季休暇の実施と顧客への連絡

８月中旬のお盆休み等の夏季休暇実施に向けて、顧客への休暇連絡や業務の調整を行いましょう。また、夏季休暇

に合わせて年次有給休暇の計画的付与を行う場合、必要日数が付与されていない従業員には特別休暇を付与する

などの対応を忘れずに行いましょう。

■ 参考リンク：厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/jigyousya2.html

［２］ 随時改定の反映

４月に昇給（５月支給）し、８月に随時改定の要件に該当して社会保険料が変更となった場合、社会保険料を翌月に

控除する会社では９月給与から控除額が変更となります。

■ 参考リンク：日本年金機構「随時改定」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html

［２］ 賞与支払届の提出と所得税の納付

夏季賞与の支給にあわせて、賞与支払届の提出を行いましょう。また、賞与を支給した翌月の源泉所得税の納付の

際に、賞与の所得税も納付することを忘れないようにしましょう。

■ 参考リンク：国税庁「賞与に対する源泉徴収」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

［３］ 社会保険料に関する定時決定結果の反映（令和１年９月より）

７月に提出した算定基礎届に基づいて、９月からは新たに定時決定された標準報酬月額を適用することになります。

新しい標準報酬月額に基づいた社会保険料の納付は９月分（１０月末納付）からとなります。

■ 参考リンク：日本年金機構「定時決定」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

７月２８日、東海地方で梅雨明けの発表がありました。季節の移り変わりを表す二十四節季では、

７月２２日頃から暑さが最も厳しいとされる『大暑』、８月７日頃からは『立秋』とされています。８月、

暑さはまだまだ厳しいですが、暦の上ではもう秋です。

働き方改革関連法が施行され、猛暑のなか慌ただしくもその対応に追われる今日この頃ですが、

秋・冬と過ぎて２０２０年の４月１日からは、中小企業においても時間外労働の上限規制への対応

が求められ、働き方改革も本格化します。単なる法令順守で終わらず、生産性の向上、さらに進ん

で従業員の働き甲斐の向上が実現できるよう、暑さに負けず取り組みたいものです。

とはいえ、まずは熱中症・夏バテにならないよう、健康に留意してお過ごしください。（四）

『のめり込む力』

川上 真史／著 2009.10.30
ダイヤモンド社 1,400円+税

タイトルを見てピンと来た方が

あるかもしれません。本書のメ

インテーマは、エンゲージメント

（正確には、ジョブ・エンゲージ

メント）です。１０年前の本なの

ですが、エンゲージメントがこれ

だけもてはやされるようになった

今こそお勧めしたい一冊です。

エンゲージメントの要素として

「活力」、「献身」(熱意)、「熱

中」(没頭)の３つが挙げられると

いう研究（オランダ・ユトレヒト大

学シャウフェリ、バッカ―）があり

ます。「のめり込む」とは、まさに

この３つが同時に存在し、その

結果として本書のサブタイトルに

ある「楽しみながら仕事の成果

をあげる」ことをいいます。仕事

にのめり込み、エンゲージしてい

ると、「仕事にストレスを感じな

い」「顧客満足度が高まる」「自

分の成長が実感できる」などい

くつものメリットがあるとのこと。

本書では、自ら仕事にのめり込

み、エンゲージメントを高めるた

めのルールが７つ挙げられ、順

に解説されています。
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