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【ビジネスマナーとは？】

相手を思いやる心の在り方
を表現したものです！

【ビジネスマナーの意義】
１．ビジネスパーソンとして
知っていなければならない
最低限の礼儀
２．仕事をする上で相手を
不快にさせないための基本
的な礼儀
３．人間関係を円滑にする
ためのコミュニケーションの
土台

【ビジネスマナーカードとは】
社会人であれば、これだけ
は身につけておきたいという
ビジネスマナーを厳選・体
系化し、7分類・全55枚のカ
ードにして見える化したもの
です。これだけ身につけて
おけば、周囲から認められ、
仕事に対する自信と誇りを
持つことができます。

ビジネスマナーカードは自
分のビジネスマナーの習得
度を点数によって客観的か
つ即座に把握できます。ま
た、カードになっていること
によって、上司や同僚と楽し
く教え合い、認め合いながら、
より効果的かつスピーディに
ビジネスマナーが習得でき
ます。

ぜひ、ビジネスマナーカード
を活用して、自分と会社の
価値を高め、輝く人生にしま
しょう！
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自分と会社の価値を高めるために！

ワーク・エンゲイジメントを
高めましょう！

➢ 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。
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今回はワーク・エンゲイジメントを高める要因（仕

事の資源と個人の資源）について紹介します。この

要因を知ることで、より人がエンゲイジするにはどう

したらよいかを考える手掛かりとなります。

仕事の資源とは、①仕事の身体的、精神的な

負担を軽減し、②仕事の目標達成を促進し、③個

人の成長を促進し助けるための物理的、社会的、

組織的な仕事の側面であると言われています。仕

事の資源は、従業員の成長をもたらすような内発

的動機づけ（行動の要因が内面から沸き起こった

興味・関心や意欲によるもの）としての役割と、仕事

の目標を達成するために機能する外発的動機づ

け（行動の要因が評価・賞罰などの人為的な刺激

によるもの）としての役割の二つの側面を持ってい

ます。内発的動機づけに注目して仕事の資源を眺

めてみると、仕事の資源は自律性、関係性、有能

性といった人間の基本的欲求を満たしてくれます。

【仕事の資源、個人の資源とワークエンゲイジメント】

例えば、適切なフィードバックは、学習意欲を刺激

し、仕事の有能感を高めてくれます。また、自由な

意思決定は自律性への欲求を、社会的支援は所

属への欲求を高めてくれます。

個人の資源とは、個人の内部にある資源（心理的

なものが多い）であり、積極的な対処スタイル、自

己効力感（ある行動をうまくできているという自信）、

組織での自尊心、楽観性、レジリエンス（粘り強さ）

などが該当します。また、仕事の資源と個人の資源

は相互に影響を及ぼし合いながら、ワークエンゲイ

ジメントを高めていることも分かっています。

次回はワークエンゲイジメントの結果について紹

介します。

Ⅰ．仕事の資源

Ⅱ．個人の資源
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【令和2年10月】 最低賃金が改定されます

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低

賃金審議会が答申した令和2年度の地域別最低賃金の改

定額を取りまとめ、公表しました（令和2年8月21日公表）

もし最低賃金額より低い賃金額を定めている場合、その賃金

額は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとされ

ます。最低賃金に達しない場合には、差額支払いの義務が

生じるため注意が必要です。 ※ 発効年月日が含まれる給

与計算期間から、適用してください。

都道府県名
最低賃金時間額【円】

発効年月日
改定 令和元年

北海道 861 861 令和元年10月3日

青 森 793 790 令和2年10月3日

岩 手 793 790 令和2年10月3日

宮 城 825 824 令和2年10月1日

秋 田 792 790 令和2年10月1日

山 形 793 790 令和2年10月3日

福 島 800 798 令和2年10月2日

茨 城 851 849 令和2年10月1日

栃 木 854 853 令和2年10月1日

群 馬 837 835 令和2年10月3日

埼 玉 928 926 令和2年10月1日

千 葉 925 923 令和2年10月1日

東 京 1,013 1,013 令和元年10月1日

神奈川 1,012 1,011 令和2年10月1日

新 潟 831 830 令和2年10月1日

富 山 849 848 令和2年10月1日

石 川 833 832 令和2年10月7日

福 井 830 829 令和2年10月2日

山 梨 838 837 令和2年10月9日

長 野 849 848 令和2年10月1日

岐 阜 852 851 令和2年10月1日

静 岡 885 885 令和元年10月4日

愛 知 927 926 令和2年10月1日

三 重 874 873 令和2年10月1日

滋 賀 868 866 令和2年10月1日

京 都 909 909 令和元年10月1日

大 阪 964 964 令和元年10月1日

兵 庫 900 899 令和2年10月1日

奈 良 838 837 令和2年10月1日

和歌山 831 830 令和2年10月1日

鳥 取 792 790 令和2年10月2日

島 根 792 790 令和2年10月1日

岡 山 834 833 令和2年10月3日

広 島 871 871 令和元年10月1日

山 口 829 829 令和元年10月5日

徳 島 796 793 令和2年10月4日

香 川 820 818 令和2年10月1日

愛 媛 793 790 令和2年10月3日

高 知 792 790 令和2年10月3日

福 岡 842 841 令和2年10月1日

佐 賀 792 790 令和2年10月2日

長 崎 793 790 令和2年10月3日

熊 本 793 790 令和2年10月1日

大 分 792 790 令和2年10月1日

宮 崎 793 790 令和2年10月3日

鹿児島 793 790 令和2年10月3日

沖 縄 792 790 令和2年10月3日

全国加重平均額 902 901 －

【令和3年1月】
育児介護休業法が改正されます

令和３年１月１日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看

護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるように

なります。※厚労省リーフレットより

⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困

難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時
間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者
を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で
⼗分に話し合ってお決めください。

●障害者雇用率０．１％引き上

げ時期 「令和３年３月１日」を

案として検討

８月２１日に開催された「第９

８回：労働政策審議会障害者

雇用分科会」では、厚生労働

省から「障害者雇用率０．１％

引き上げに向けた今後の対応

方針（案）」が提示され、①障

害者雇用率０．１％引き上げの

時期を令和３年３月１日とする

こと、②障害者雇用率の引上

げの影響を踏まえた支援強化

策を実施すること、などの説明

がなされた。

厚労省は、３月の分科会で

同法定雇用率について令和３

年１月に引き上げる案を示した

が、新型コロナウイルスの感染

拡大による業績悪化を懸念し

た経営者側から先送りを求め

る意見が出たため、今回新た

な案の提示に至った。

「障害者雇用率」は、平成３０

年４月１日から民間企業につ

いては２．２％とされている。こ

のため、常時使用する労働者

を４５．５人以上雇用している

事業主は、「対象障害者」を１

人以上雇用しなければならな

い（44.5人×2.2％＝1.001人）。

ただし、この法定雇用率は、本

来２．３％であるところ、経過措

置として施行日から起算して３

年を経過する日よりも前に廃

止することが明記されている。

この障害者雇用率の引き上

げに伴い、障害者雇用率達成

義務が課される民間企業の事

業主の範囲は、常時雇用する

労働者数が「４５．５人以上」か

ら「４３．５人以上」の事業主へ

と広がる（43.5人×2.3％＝

1.0005人）。
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

失業等給付に関する「被保険者期間」算定方法の変更

今回の回答者

当社は従業員３０名ほどの事業所です。昨年4月１日に入社した社員より、今年の１０月１５

日から育児休業を取得したいと申し出がありました。当社では、入社１年未満の社員につい

ては労使協定により育児休業の対象から除外しています。今回の社員は入社から１年を経

過しているものの、産前休業に入る前の直近数ヵ月について、体調不良による欠勤が多くあ

ったため、出勤日数が１１日に満たない月があります。この場合、育児休業給付金の支給対

象になるのでしょうか。

令和２年８月１日以降の育児休業については、賃金支払基礎日数１０日以下の月であって

も、その月の賃金支払の基礎となった労働時間が８０時間以上である場合は被保険者期間

１ヵ月として計算することとされています。そのため、育児休業給付金の支給対象となる可能

性があります。

社会保険労務士
須田 恵子

ご質問のケースを下図に基づき具体的に見ていきます。これまでは、賃金支払基礎日数が11日未満の

月は被保険者期間としてカウントされませんでした。その結果、仮に入社日から令和２年３月１４日まで通

常通り勤務して、被保険者期間が１１ヵ月あったとしても、１２ヵ月には満たないため給付金の対象とはなり

ませんでした。今回の法改正により、育児休業の開始前に欠勤が多かった人についても対象となる可能性

があるため注意が必要です。

被保険者期間１ヵ月と計算される月

賃金支払基礎日数が
１１日以上ある月

改正前 改正後

・賃金支払基礎日数が
１１日以上ある月

または
・賃金支払の基礎となった

労働時間数が80時間以上ある月

※ただし、育児休業開始日以前２年間で、被保険者期間が１２カ月に満た
ない場合に限り、適用されます。

入社日
R1.4.1

産前産後休業期間
R2.7.9～R2.10.14

育児休業開始日
R2.10.15R2.6.15

.
R2.7.15.R2.5.15

.
R2.4.15

.
R2.3.15.

出勤日数：0日出勤日数：10日
労働時間：82H
被保険者期間
１ヶ月にカウント

出勤日数：9日
労働時間：72H
被保険者期間
としてカウント
されない

出勤日数：10日
労働時間：80H
被保険者期間
１ヶ月にカウント
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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

総務のお仕事カレンダー ２０２０年１０月・２０２０年１１月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

１０月１日（木）

「２０２１年度卒業・終了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」に定められる大学卒・大学

院卒採用選考の内定式

■参考リンク：内閣官房「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou/index.html

１０月１２日（月）

９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

１１月２日（月）

９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

労働保険料の納付（延納第二期分）

■参考リンク厚生労働省「労働保険料の申告・納付」

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

※ 口座振替の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例により１１月１６日（月）

１１月１０日（火）

１０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

１１月３０日（月）

１０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］ 定時決定の反映

算定基礎届に基づく定時決定により、９月から新たに改定された社会保険料が適用されています。社会保険料の控

除を翌月に行っている会社の場合、１０月支払いの給与から改定額に基づいた控除を行うことになります。

■ 参考リンク：日本年金機構「定時決定（算定基礎届）」

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

［２］ 年末調整の申告書の手配

年末調整の時期となりました。必要書類・添付書類の確認と準備を早めに行い、各従業員へ案内することで年末の

慌ただしさも緩和できます。書類の回収スケジュールを各従業員へ事前に周知し、ミスの発生を未然に防ぎましょう。

■ 参考リンク：国税庁「年末調整のしかた」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

［３］ お歳暮、年賀状の手配

取引先へのお歳暮等の準備も早めに行いましょう。また、年賀状等の年始の挨拶についても、住所変更の確認、喪

の確認など早めに取り掛かりましょう。

[４] 来年度の会社カレンダーの準備

１月１日起算で年間の会社カレンダーを作成している場合は、来年度の祝日等を確認しつつ作成の準備を始めまし

ょう。同起算日で１年単位の変形労働時間制に関する労使協定・３６協定を締結している場合は、協定の更新準備も

忘れずに行いましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

昨年同時期のデライトニュースを見てみると、編集後記では『最近のコンビニおでんが如何に美味

しいか』がひたすらに書かれていました。今年はまだ食べていません。豚まんと焼き芋は食べました。

毎回、食べ物の話ばかり書かせて頂いていますが、私自身、食の楽しみや喜びについてはそれほ

ど重きを置かない人間だと認識しています。苦手な食べ物は無いですが、取り立てて好きな食べ物も

ありません。しかし、秋口のコンビニおでんなど季節の移り変わりを実感できる食べ物は大好きです。

正確には食べ物が好きというよりも、おでんを食べて『もう秋だなー』と一息つく瞬間が好きです。日々

、仕事に追われてプレッシャーやストレスを感じていても、一息ついて自分の状況を冷静に考える時

間を作れば、どう改善していくか、という前向きな姿勢で現状に向かっていける気がします。

新型コロナウイルスへの対応で立ち止まる暇もないこの一年ですが、みなさまも季節を感じる食べ

物で一息ついてみては如何でしょうか？（四）

『人と組織のマネジメントバイアス』

曽和 利光・伊達 洋駆／著
2020.4.10、ソシム、1,800円+税

著者の１人が「はじめに」で、

こう言っています。

「物理学を知らない機械エンジ

ニアはいないのに、組織論や行

動科学を知らない人事はたくさ

んいる。そのような人たちが、人

の人生を左右しかねない仕事

を担い、経験と勘だけで様々な

判断を下している。」

本書は、こうした学術理論に

基づかない経験や勘に頼って

誤った思い込みや偏った見方

で判断を下してしまうことが実

務上あまりに多いことに警鐘を

鳴らしつつ、誤った思い込みや

偏った見方をバイアスと呼んで、

これを取り除くべく、人（採用、

育成、評価）と組織（成長、文

化）にまつわるありがちな45個

のバイアスについて、関連する

学術理論とともに論じています。

学術理論を紹介する本や実務

の本はこれまでもありましたが、

本書のように学術理論と実務

の架け橋となるような書籍はと

ても珍しく、貴重な一冊です。

人事担当必読です。
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