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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。

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ
モチベーションの理論を経営に活かす！④ P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『改正労働基準法に関するＱ＆Ａ』 P.2

労務の泉：『高年齢被保険者の保険料・給付』 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！

アライグマ（アライグマ科アライグマ属）

• 日本では、飼育個体の放逐・放出により全国で野
生化しており、同じく全国に分布しているタヌキと
見た目が非常に似ている。違いは、タヌキに比べ
て指が長い、尾に縞模様がある、など。

今号の写真

第４回目は、心理学者のデシとライアンによって

提唱された自己決定理論についてです。この理

論の良さは、従来の動機づけ研究における外発

―内発の動機づけの二元論から脱した点と、内

発的動機づけを促進するためには、「自律性の

欲求」「有能感の欲求」「関係性の欲求」を満たす

必要があることを明らかにした点にあります。

自己決定理論では、内発的動機づけと外発的

動機づけは対立するものではなく、自己決定の

程度によって連続的にとらえることができると説明

しています。下図のように外発的動機づけにも４

つの段階があり、自己決定の程度が高いほど、

内発的な動機づけに近づいていきます。つまり、

外発的動機づけがよくないということではなく、自

己決定の程度が高いほど、より前向きに行動する

ようになるということです。

上記、自己決定の段階をスポーツを例に説明し

ます。親によって無理やりスポーツをさせられてい

る状態は外的調整により動機づけられているといえ

ます。親の期待に応えないと申し訳ないという理由

によりスポーツを行っている状態は取り入れ的調整

にあたり、スポーツを自分の個性として捉えている

状態は同一視的調整になります。内発的調整寄り

である統合的調整は、自分の中でスポーツの意義

を消化した状態であり、スポーツを行うことを自分の

一部と見なしている状態を指します。

また、この理論では、「自律性」「有能感」「関係性

」の３つの欲求が満たされることにより、内発的動機

づけが促進すると考えています。つまり、スポーツ

の場面に適用すれば、自らの興味によりスポーツ

の実施を自己決定し（自律性）、仲間や指導者から

肯定的な評価を受けて自分の上達を実感でき（有

能感）、他者と実質的・感情的な結びつき「自分

は受け入れられている」という感覚をもつこと（関係

性）により人は内発的にスポーツを行うと考えます。

今回はスポーツの例えで、自己決定理論を説明

しましたが、このことはもちろん、組織の中でも同じ

ことが言えます。ぜひ、応用実践してみてください。

次回は、ローゼンタールの「ピグマリオン効果」に

ついてお伝えします。

Ⅰ．自己決定理論とは
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●厚労省 平成３１年度の労

災補償業務運営の重点事項

を都道府県労働局長へ通達

厚生労働省では、新年度の労

災補償業務運営に当たっての

重点事項を毎年度末に策定し、

各都道府県労働局に指示して

いる。平成３１年度は、①過労

死等事案などの的確な労災認

定、②迅速かつ公正な保険給

付を行うための事務処理等の

徹底、③労災補償業務の効率

化と人材育成、を重点的に推

進するとしている。

具体的には、まず、過労死

等事案に係る的確な労災認定

に向けた調査上の留意点とし

て、労働時間の的確な把握を

挙げている。そのために、タイ

ムカード等の客観的な資料の

収集に加えて、事業場関係者

からの聴取等を踏まえて事実

関係を整理・確認し始業と終

業の時刻および休憩時間を詳

細に特定したうえで、実働時

間を的確に把握するとしてい

る。

また、労災請求を端緒とする

監督指導の対象となる事案に

ついては、監督担当部署が事

業場から入手した労働時間集

計表および疎明資料を活用し

つつ、必要な調査を行い、監

督担当部署と協議を行ったう

えで労働時間を特定するとし

ている。

次に、精神障害における嫌

がらせやいじめ（パワハラ）の

事実認定に関して、請求人が

嫌がらせ・いじめを主張する事

案については、関係者が相反

する主張をする場合があるた

め、当事者の事業場内におけ

る役割、指揮命令系統を把握

したうえで、できる限り客観的

な第三者から聴取等を行い、

業務指導の範囲を逸脱した言

動等の有無について確認を行

ったうえで、嫌がらせ・いじめ

に該当するか否かの判断を行

うとしている。

働き方改革関連 ～改正労働基準法に関するＱ＆Ａ（抜粋）～

つい先月、厚生労働省から改正労働基準法に関するＱ&Ａが公表されました。
これは今年の4月より順次施行される「働き方改革関連法による労働基準法の改正」についてQ&A形式で
重要事項がまとめられたものです。
記載されている項目は、1.フレックスタイム制関係、2.時間外労働の上限規制関係、3.年次有給休暇関係
4.労働条件の明示の方法関係、5.過半数代表者関係、6.その他となっています
今号では、2.時間外労働の上限規制関係について、特に重要なものを抜粋し、補足説明（◆）をさせて頂
きます。
上限規制の適用時期は、中小企業には経過措置があり、2020年4月1日以後の期間のみを定めた36協
定に対して適用されることになりますが、時間外・休日労働が恒常的に多い企業においては、今からすぐに
対応策を検討されることをお勧めいたします。
なお対応策の検討にあたっては、ぜひ弊社の顧問担当者へご相談ください。

◎ 時間外労働の上限規制関係

（Ｑ）36 協定により延長できる時間の限度時間や 36 協定に特別条項を設ける場合の 1 か月及び１年に
ついての延長時間の上限、特別条項により月 45 時間を超えて労働させることができる月数の上限を
超えている 36 協定の効力はどのようになりますか。

（Ａ）いずれも法律において定められた要件であり、これらの要件を満たしていない 36 協定は全体として
無効です。

◆ 36協定が無効とされたときに、時間外・休日労働があった場合は法第32条違反（原則の1日8時間、週
40時間の違反）となります。新様式の36協定を作成する際に注意が必要です。労働基準監督署への
届出の際に窓口で指摘され、修正が求められることになります。

（Ｑ）特別条項により月 45 時間・年 360 時間（対象期間が３か月を超える１年単位の変形労働時間制の
場合は月 42 時間・年 320 時間）を超えて労働させることができる「通常予見することのできない業務
量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」（法第
36 条第５項）とは具体的にどのような状態をいいますか。

（Ａ）１年の半分を超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等により
限度時間を超えて労働させる必要がある場合をいうものであり、「通常予見することのできない業務量
の増加」とは、こうした状況の一つの例として規定されたものです。
その上で、具体的にどのような場合を協定するかについては、労使当事者が事業又は業務の態様等
に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要があります。なお、法第33条の非常災害時
等の時間外労働に該当する場合はこれに含まれません。

◆ 恒常的に時間外労働が月45時間以上（1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間以上）となって
いる企業は特に、労使共に「特別条項」の法的な意味を十分に理解し、うっかり特別条項を違反してし
まうことのないよう、日常の時間外労働の管理（残業許可申請や時間数のチェックなど）を再点検する
必要があります。中小企業は上限規制の適用まで1年以上あると思われるかも知れませんが、上限規
制適用後、2ヶ月経ってすでに時間外労働と休日労働の平均が80時間超えのときは、実態として法第
36条第6項第3号に違反することになります。

（Ｑ）時間外労働と休日労働の合計で、複数月平均 80 時間以内の要件は、改正法施行前の期間や経過
措置の期間も含めて満たす必要がありますか。
また、複数の 36 協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されますか。

（Ａ）時間外労働と休日労働の合計で、複数月平均 80 時間以内の要件については、改正法施行前の期
間や経過措置の期間の労働時間は算定対象となりません。
また、この要件は、複数の 36 協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されます。

◆ 下図のとおり、新たな上限規制は中小企業においては、経過措置があり、2020年4月1日以後の期間
のみを定めた36協定に対して適用されます。

2020/4/1

上限規制施行（中小企業）

36協定 36協定

新様式使用

36協定

旧様式

複数月平均80時間以内の要件から除外 複数月平均80時間以内の要件の対象（対象期間をまたぐ場合も）

36協定の対象期間が4/1より後の場合

現在
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

高年齢被保険者の保険料・給付について（雇用保険）

今回の回答者

〔質問〕

64歳以上の従業員も雇用保険の対象となっていますが、雇用保険料の徴収について免除さ

れるのはいつまでですか。また、加入していることで失業給付以外にメリットはあるのでしょうか。

〔回答〕

雇用保険料の徴収については、2019年度（2020年3月）までは当該徴収免除制度が継続され

ることになっていますが、2020年度（2020年4月）からは64歳以上の被保険者も雇用保険料の

徴収が必要となります。一般の被保険者と同じ様に、各種給付金も受給することができます。

特定社会保険労務士
間瀬 美穂

人手不足が深刻化するなか、経験豊富な高齢者の雇用も人材確保の方策のひとつです。雇用保険

に加入した場合、高年齢被保険者として一般の被保険者と同様に次の給付を受けることができます。

１．育児休業給付金

２．介護休業給付金

３．教育訓練給付金

今回は３つのうちの、「３．教育訓練給付金」についてご案内いたします。

雇用保険の制度を活用しましょう！

教育訓練給付とは～高齢者もキャリアアップを！～
① 一般教育訓練給付

一般教育訓練を受講して終了した場合、指定教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の20％

に相当する額を受給することができます。（上限額：１０万円、４千円以下の場合は支給されません）

▼ 支給手続など詳しくはこちらをご覧下さい ▼

② 専門実践教育訓練給付

専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講している間と、終了した場合、下欄の額を受給する

ことができます。

専門実践型訓練 訓練の受講中 訓練終了後

支給額

（受講者が支払った教育訓練
経費×右欄の割合）

50％
４千円超の場合のみ支給、

上限：１２０万円

資格取得をし、かつ修了した日の翌
日から１年以内に被保険者として雇
用された場合

70％
４千円超の場合のみ支給、

上限：168万円 （左欄との差額）

「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給手続きについて」

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kyouiku_kyufu.pdf

「専門実践教育訓練の給付金のご案内」

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/senmonkyouiku_kyufu.pdf

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kyouiku_kyufu.pdf
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/senmonkyouiku_kyufu.pdf
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー 201９年４月・201９年５月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

４月１日(月)

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正労働基準法、改正

労働安全衛生法、改正労働時間等設定改善法施行

■ 参考リンク：厚生労働省「働き方改革の実現に向けて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

４月１０日(水)

３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.html

５月７日（火）

３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

５月１０日（金）

４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「源泉余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１５日（水）

障害者雇用納付金の申告期限

■ 参考リンク：独立行政法人高齢・傷害・求職者雇用支援機構「申告申請期限、提出方法、納

付期限・支給時期」

http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html

５月３１日（金）

４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] 「働き方改革関連法」が順次施行

２０１９年４月１日より、「働き方改革関連法」が順次施行されます。法律によって施行日が異なり、また中小企業は

法改正への対応時期について猶予が与えられているものもあります。自分たちはいつまでに何をすればいいのか、

何から取り組むべきか、どの様に取り組むべきか、ご不明なことが御座いましたら、ぜひ弊社の顧問担当者へお問い

合わせください。

■参考リンク：厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html）

［２］ 大型連休中の休日について

天皇が即位する平成３１年（２０１９年）５月１日、および即位礼正殿の儀が行われる１０月２２日は休日となります。

また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、祝日法（国民の祝日に関する法律）により、４月３０日と５月２日も

休日となります。

■参考リンク：内閣府「『国民の祝日』について」

（https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html）

［３］ 平成３１年度の雇用保険料率

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの雇用保険料率は平成３０年度から変更なく、以下のとおりです。

■参考リンク：厚生労働省「雇用保険料率について」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html）

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

４月になりました。暖かく日差しの柔らかい日が増え、いよいよ春本番だなと感じています。

春という季節が特に好きなわけではないのですが、「春の到来」を感じるこの短い期間は大

好きな時間です。衣替えをして、薄くて軽いコートを生暖かく乾燥した春風にはためかせなが

ら歩いていると、理由も無くワクワクしてしまいます。冬の寒さに縮こまってしまった身体をほ

ぐし、新年度を元気よくスタートしたいものです。

この４月より「働き方改革関連法」が順次施行されることとなります。皆様も寒い冬の間に

対策を十分にご検討されたことと思いますが、いよいよ実務対応も本番を迎えることとなりま

す。法改正への対応にご不明なことが御座いましたら、いつでも弊社の顧問担当へお問い

合わせください。

『「承認欲求」の呪縛』

太田 肇／著 2019.2.20
新潮社、780円+税

弊社の『承認カード』の監修を

していただいた同志社大学の

太田肇教授の最新刊です。

太田教授はこれまで承認や

承認欲求に関する本を何冊も

出されていますが、初めてその

ネガティブな面に焦点を当てら

れているのが特徴的です。

本書では、承認欲求は現代

人にとって最強の欲求であると

し、人から認められその欲求が

満たされることが、いつしか「認

められなければならない」という

プレッシャーや「周囲に嫌われ

たくない」という意識などにとら

われる、いわゆる「承認欲求の

呪縛」に陥らせ、結果的に過労

死や企業の不祥事などにつな

がることもあり得るとしています。

その上で、呪縛のメカニズム

を明らかにするとともに、多様な

対策まで示されています。

承認がさまざまな良い効果を

もたらすことは間違いありません

が、そのためにも、相手を呪縛

しない承認について本書で学ん

でおきたいところです。
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