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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！⑤ P.1

労働関係法令等の最近の動き：

『労働時間対策の具体的な推進』 P.2

労務の泉：『退職予定者の賞与と社会保険料』 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？

ハリネズミ（ハリネズミ科ハリネズミ亜科）
• 分類としては、ネズミよりもモグラに近い。

• 国立環境研究所のデータベースによると、静岡県
、神奈川県には野生化したハリネズミが定着して
いるという。

今号の写真

第５回目は、ピグマリオン効果についてです。ア

メリカの教育心理学者ロバート・ローゼンタールに

よって提唱された、教育心理学における心理的行

動のひとつで、別名「教育期待効果」、または「ロー

ゼンタール効果」とも呼ばれています。

ピグマリオン効果とは、ごく簡単にいうと、「人は

他者から期待されることによって成績が向上する現

象」のことです。そのことは、次のような実験で確認

されています。

ローゼンタールはある小学校のクラスを対象に知

能テストの実験をし、担任教師に「このテストによっ

てこれから成績が伸びる生徒が分かる」と説明しま

した。テスト後、結果に関係なく無作為に生徒を選

び出し、「今後成績が伸びるのは、この生徒たちだ

」と伝えました。担任教師はこれを信じて、選ばれ

た生徒たちに期待を込めて指導をしたそうです。そ

うしたら、本当にその生徒たちの成績が向上したと

いうものです。

この実験で、成績が向上した要因は、担任教師

が選ばれた生徒たちに期待を示した（そのような態

度を示して接した）ので、生徒達は期待されている

ことを意識して、教師の期待に応えようとしたことに

あります。

これは、適度な期待（相手の能力を遥かに超え

る期待は逆効果）は相手のやる気を引き出し、

その結果として期待に応える成果（成績）を上げる

ことを物語っています。このような効果は教育の現

場だけでなく、ビジネスの現場でも当てはまります。

すなわち、人材（部下）育成やマネジメントに活用

一方、ピグマリオン効果と逆の効果に「ゴーレム

効果」というのがあります。ゴーレム効果とは、「人は

他者から期待されないことによって成績が低下す

る現象」のことです。この学説もローゼンタールによ

って提唱されました。

ローゼンタールはピグマリオン効果の実験に引き

続き、「成績の良い生徒たちのクラス」と「成績の悪

い生徒たちのクラス」を作りました。「成績の良い生

徒たちのクラス」の担任教師には「成績の悪い生徒

たちだ」と伝え、「成績の悪い生徒たちのクラス」の

の担任には「成績の良い生徒たちだ」と伝えました

。それぞれのクラス担任はこれを信じて指導した結

果、「成績の良い生徒たちのクラス」の生徒は成績

が下がり、逆に「成績の悪い生徒たちのクラス」の

生徒は成績が上がりました。

以上のことから、ビジネスの現場においては、上

司の部下育成やマネジメントがゴーレム効果になら

ないように注意することが必要です。上司の期待し

ていない気持ちを示す言葉や態度が部下のモチ

ベーションを低下させ、その結果、能力が発揮でき

ず、成果が出ないという事態を招かないようにした

いものです。

さて次回は、何についてお伝えしましょうか。楽し

みにしていてください。

モチベーションの理論をもっと、
経営に活かしましょう！

Ⅰ．ピグマリオン効果とは

Ⅱ．ゴーレム効果とは
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●７０歳まで働く機会確保 来

年度の法案提出へ

政府は１５日の未来投資会

議で、希望する人が７０歳まで

働き続けられるよう就業機会の

確保を企業の努力義務とする

方針を明らかにした。定年の

廃止や延長、継続雇用年齢の

引き上げにより企業が雇い続

ける従来の方法のほか、他の

企業への再就職や起業支援

なども努力義務の選択肢にく

わえる。働く場を実質的に拡

大するのが狙い。高年齢者雇

用安定法改正案を来年の通

常国会に提出する見通し。

●最低賃金「早期に１０００円」

基本方針に盛る

政府は６月にまとめる経済財

政運営の基本方針（骨太の方

針）に最低賃金の水準につい

て早期に全国平均で１０００円

を目指す目標を盛り込む。過

去３年間は年３％の引き上げ

幅としてきたが、ペースの加速

を促す。具体的な引き上げ幅

は明記しない。中小企業など

の生産性の向上にも取り組み、

賃上げと消費拡大を一体で進

める。

●賃金等請求権の消滅時効

５年に延長の見込み

厚生労働省は、賃金等請求

権の消滅時効を現行２年から

５年に延長すべきとする検討

会提言をまとめる見込みであ

る。現在、学識経験者を集め

て専門的な議論をしているも

ので、一定の方向で見解がま

とまりつつある。

令和２年４月から施行する改

正民法に合わせた見直し。同

時に課題となっていた年次有

給休暇の消滅時効について

は、５年に延長すると年次有給

休暇の取得が阻害される可能

性が高まるため、現行の２年を

維持する見通し。

厚生労働省 当面の労働時間対策の具体的推進について通達

厚生労働省から、「当面の労働時間対策の具体的推進について（2019年４月１日基発0401第25号・雇均
発0401第39号）」という通達（通知）が公表されました（2019年4月10日公表）。
この通知は、厚生労働省労働基準局長および厚生労働省雇用環境・均等局長から、各都道府県労働局
長に宛てて発出されたものです。
働き方改革関連法により改正された労働基準法や労働時間等設定改善法などが、2019年4月から順次
施行されることを踏まえ、当面の労働時間対策の具体的な進め方を定めたものとなっており、都道府県労
働局長に対し、「これに基づき労働時間対策を的確に推進されたい」としています。

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。

労働時間対策の具体的推進に関する主な内容は次のとおりです。

法定労働時間の遵守の徹底／時間外労働の削減

◼ 法定労働時間の遵守の徹底
• 依然として、一部の中小零細企業を中心に法定労働時間の認識が低いことから、働き方改革関連法の周
知と併せ、引き続き集団指導等を実施するなどにより、法定労働時間の遵守の徹底を図ること。
※ 集団指導とは、多数の事業場・団体等を一度に呼び出して、集団を対象にした説明会等を行うもの。

◼ 時間外労働の削減
• 「労働基準法第 36 条第 1 項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」等により、引き続
き、労使の自主的努力による取組を基本として以下により、時間外労働の削減を図ること。

(1)  労働時間管理の適正化等
• 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」により、労働時間管理の
適正化のための指導を行うこと。

• 1 箇月について 60時間を超える時間外労働を行わせた場合は、5 割以上の率で計算した割増賃金を支
払わなければならないこと（中小企業は、2023年４月１日から適用）について遵守の徹底を図ること。

(2)  時間外・休日労働協定（36協定）の適正化
• 36協定について、あらゆる機会を通じて周知及び指導を行うこと。
• 36協定届が所轄労働基準監督署長に届け出られた場合には、36協定届の内容について必要な指導を行
うこと。 特に、特別条項について、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的
な長時間労働を招くおそれがあるものと認められる内容を協定している場合は、関係法令等の周知を行う
とともに、36協定の適正化について必要な指導を行うこと。

• 36協定の締結当事者である労働者の過半数代表者については、職制上の地位及び選出方法が労働基
準法施行規則に基づく要件を充足しているかの確認を徹底すること。

(3)  交替制勤務、恒常的な時間外労働等の改善指導
• 次のような実態が認められた場合には、予備要員の配置、又は非操業日を設けた 3 組 2 交替制、4 組 3 
交替制への変更、あるいは業務執行体制の見直しを行うなどにより、勤務体制の改善を図り、限度基準を
超える恒常的な時間外労働が行われないよう指導すること。
ア 2 組 2 交替制により、24 時間連続操業を行っているもの
イ 予備要員が置かれていない 3 組 3 交替制、2 組 2 交替制により、連勤が頻繁に行われているもの
ウ 一定期間内の所定労働日の大部分に及ぶ程度に時間外労働が恒常的に行われ、程度が甚だしいもの
エ 深夜にわたる時間外労働がしばしば行われているもの

１年単位の変形労働時間制等の労働時間制度の適正な運用の確保

• １年単位の変形労働時間制については、導入を検討している事業場が制度を適正に導入・運用できるよう
的確な助言を行うとともに、制度が適用される労働者の適正な労働条件が確保されるよう事業主に対する
指導を行うこと。

• 裁量労働制については、業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合には、同制度の趣
旨に適合した上での適正な導入・運用がなされるよう必要な指導を行うこと。企画業務型裁量労働制につ
いては、対象業務の範囲等について適切な導入・運用がなされるよう指導を行うこと。

• フレックスタイム制については、清算期間の上限が１箇月以内から３箇月以内に延長されたことなどを踏ま
え、同制度の適正な導入・運用がなされるよう必要な指導を行うこと。

年次有給休暇の取得促進

(1)  年 5 日の年次有給休暇の確実な取得等
• 計画的付与制度の積極的な活用は、年度当初に、個々の労働者の年次有給休暇の取得希望と企業の
業務との調整を図り、年間を通じて年次有給休暇の取得を促進するために特に効果的であるため、十分
な周知を図るとともに、必要な指導を行うこと。

(2)  年次有給休暇取得日数等の管理等
• 年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類（以下「年次有給
休暇管理簿」という。）を作成し、３年間保存しなければならないことから、年次有給休暇管理簿が適正に
作成、保存されるよう、必要な指導を行うこと。

• 労使間の話合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率
向上に向けた具体的な方策を検討するよう併せて指導すること。
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

賞与支給月に退職した社員の社会保険料について

今回の回答者

〔質問〕

7月に賞与を支給しましたが、賞与支給日後に退職する社員がいました。

社会保険料を控除して賞与支払いをしてしまいましたが、返還する必要があるのでしょうか？

〔回答〕

退職日が月末か否かで対応が変わります。事前に賞与支給月の退職者（退職予定者）の有

無を確認しておきましょう。

もし、過控除となっていた場合は、賞与計算のやり直し、差額調整の対応などが必要です。

社会保険労務士
水高 直子

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料には「日割」という概念がありません。退職月の社会

保険料を控除するかしないかは、原則として、退職日が月末か否かで決まります。

賞与からの控除についても同様に考えます。資格喪失月に支給する賞与については、社会保

険料はかかりません。

～ 参考 ： 賞与支給月に４０歳に到達した場合の介護保険料の控除について ～

⇒４０歳に到達した月に支給される賞与から介護保険料徴収の対象となります。

※「到達した月」とは「誕生日の前日が属する月」です。（1日が誕生日の場合は注意が必要です。）

保険料控除

保険料控除

６月 ７月（賞与月） ８月

7/10賞与支給

退職日 賞与に対する社会保険料 資格喪失日 資格喪失月

① ７/１５ 控除しない 7月16日 ７月

② ７/３１ 控除する 8月1日 ８月

賞与支給日 賞与に対する介護保険料 介護保険料発生月

① ６/１０ 控除しない
７月

(40歳の誕生日の前日（7/14）が属する月)
② ７/１０ 控除する

③ ７/３１ 控除する

７月（賞与月）６月 ８月

７/１５ ４０歳誕生日

介護保険料控除

②7/10賞与支給

（例）

（例）

①6/10賞与支給 ③7/31賞与支給

①７/１５退職の場合

②７/３１退職の場合
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー 201９年６月・201９年７月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

６月１日（土）

経団連「採用選考に関する指針」に基づく２０２０年３月新卒者の採用選考活動開始

参考リンク：経団連「採用選考に関する指針」

https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/015.html

６月３日(月)

～

７月１０日（水）

労働保険年度更新の申告

■ 参考リンク：厚生労働省「労働保険の年度更新とは」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html

６月１０日(月)

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

■ 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

７月１日（月）

５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

７月１０日（水）

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

■ 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

算定基礎届の提出

■ 参考リンク：日本年金機構「算定基礎届の提出」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

７月１７日（水）

高年齢者・障害者雇用状況報告の提出

■ 参考リンク：厚生労働省「障害者の雇用」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

■ 参考リンク：厚生労働省「高年齢者の雇用」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html

７月３１日（水）

６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] 労働保険の年度更新

７月１０日（水）までに年度更新の手続きを完了する必要があります。スムーズな手続きができるよう、被保険者の確

認、免除対象者の確認など事前の準備を行いましょう。

■参考リンク：厚生労働省「平成３１年度事業主の皆様へ（継続事業用）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/keizoku.html

［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「算定基礎届関係Q&A」

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には、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

事務所（健康保険組合に加入している場合は健康保険組合）に賞与支払届を届け出ることになっています。

■ 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」

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

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

元号が変わって初めてのデライトニュースです。イギリスのBBC は、日本の新元号である令和を

「Order and Harmony（秩序と調和）」と訳したそうです。

秩序を求めてあらゆることを指示・強制するばかりでは働く人のモチベーションが無視されること

も多々あり、秩序というよりも管理になってしまう。個人が全く好き勝手に動いていれば不要なトラ

ブルが増えて調和が保たれない。両立するのは困難ですが、適切な労務管理によって秩序を維

持し、モチベーション管理と価値観の共有で調和のとれた生産性の高い組織を作る。令和（Order 

and Harmony）に込められた意味は、働き方改革の目指すものとも共通点があるように感じます。

働き方改革も令和の時代も始まったばかりですが、より良い組織となるように日々前向きに取り

組みたいものです。 （四）

『任せるリーダーが実践している
１on１の技術』

小倉 広／著 2019.5.21
日本経済新聞出版社 1,400円+税

１on１は、上司と部下との１対

１で週1回～月1回の頻度で定

期的に30分～1時間の対話を

行うことをいいますが、数年前

からこれに取り組まれているヤ

フーの事例が話題となり、現在

導入を検討している企業が増

えているようです。本書は、そう

した企業に向けて、制度として

の１on１の導入の仕方や陥りが

ちな失敗とその回避方法、また

１on１を行う上司に必要となる

スキルやマインド（アドラー心理

学のエッセンスも含まれます）

などを丁寧に教えてくれます。

タイトルに「技術」とあるとおり、

実務的なアドバイスも豊富です。

本書では、１on１の目的を短

期的な業務の課題解決ではな

く、「中長期的な自立的人材の

育成および会社と社員とのエン

ゲージメント（絆・愛着・関係性）

の構築」とされており、常にこの

目的に立ち返りながら解説され

ているため、単なるノウハウ本と

は一線を画しています。
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