
「変革をする場合は、何度もくり返し説明
しなければならない。」 （ジャック・ウエルチ）
変革は元来、支持されない。なぜなら人々は皆、
現状維持を好むからだ。だからこそ、変革をする
場合は、何度もくり返し説明しなければならない。
説明責任はリーダーの仕事であり、社員がさらに成⾧
できるように、リーダー自らアプローチし、環境を
変革していくべき。
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Lecturer(講師)
株式会社ウェイビー
代表取締役社⾧ 伊藤 健太氏

Sponsor(主催)
シナジー経営株式会社
代表取締役 北出 慎吾
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8/11(水) 10:00～11:30（無料オンライン開催）
【講師】株式会社ウェイビー 代表取締役 伊藤健太氏 ダボス会議U33 日本代表
徳島大学客員教授 iU 情報経営イノベーション専門職大学客員教授
主な著書:行動の品格（フォレスト出版）
【主催】シナジー経営株式会社

【北出からひと言】
伊藤さん（イトケンさん）は、ダボス会議U33日本代表で、1万人以上の起業支援をしてきました。
私も組織づくりについては、色々と試行錯誤しながら運営してきましたが伊藤さんの話は非常に勉強になります。
成⾧し続ける会社をつくりたい。組織をもっと活性化させたい。
など組織に変化を求めている経営者向けのセミナーです。ぜひご参加ください。

【申込はこちら→】
https://qr.paps.jp/sPtOY

【全国各地で1,100人以上の経営者が参加!】
✅ ワンマン社⾧だと自覚している
✅ ワンマンな会社にしたくない
✅ 社⾧の自分以外でも稼ぐことのできる人がほしい
✅ 強いチームをつくって段違いの成⾧がしたい
✅ 人を採用してもやめてしまう
✅ 人が全然育たない
✅ 成⾧し続ける会社をつくりたい

©北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

締切間近!!



1.有期雇用労働者の 
　取得要件緩和

　現在、有期雇用労働者は、①引き続き雇用さ
れた期間が1年以上あること、②1歳6ヶ月ま
での間に契約が満了することが明らかでないこ
と、という要件のいずれも満たしたときに育児
休業を取得できることとなっています。この要件
のうち、①が廃止されます。
　但し、現行制度でも労使協定を締結すること
で、入社1年未満の従業員からの育児休業の申
し出を断ることができますが、有期雇用労働者
もこの労使協定の対象にすることができます。 
　なお、介護休業についても同様の改正が行
われます。

2. 雇用環境整備、 
　個別周知・意向確認

　育児休業の取得促進には、取得しやすい雇
用環境を作る必要があることから、従業員に対
し、育児休業に関する研修の実施や相談窓口
の設置といった雇用環境の整備を行うことが
会社に義務付けられます。
　また、妊娠・出産（本人または配偶者）の申し
出をした従業員に対し、育児休業について個別
の周知や意向確認をすることも会社に義務付
けられます。

3. 出生時育児休業
　男性の育児休業の取得促進として新たに「出
生時育児休業」が設けられます。これは、子ども
が1歳まで取得できる現行の育児休業とは別
の制度であり、子どもの出生後8週間以内に4
週間まで、2回に分割して取得できるものです。
労使協定を締結し、事前に調整した上で育児
休業中に就業することができます。

4.育休の分割取得
　現在の育児休業は、原則として1回のみ取得
できますが、今後は2回に分割して取得できる
ようになります。
　さらに1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の
延長、1歳6ヶ月から2歳までの育児休業の再
延長についても、開始日が1歳または1歳6ヶ
月に限られているものが柔軟化され、夫婦交代
で取得できるようになります。

5.育休の取得状況の 
　公表義務化

　従業員数が1,000人超の企業は、育児休業
等の取得の状況を公表することが義務付けら
れます。
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男性の育休取得促進等を目的に
成立した改正育児・介護休業法
2019年度の男性の育児休業取得率は7.48％に留まっており、男女ともに仕事と育児等を両立
できる仕組みが求められています。そこで2021年の通常国会では、男性の育児休業の取得促進
等を目的とした育児・介護休業法の改正案が成立しました。ここでは改正点の概要を確認してお
きましょう。

　施行は、1および 2について 2022年 4月1日、3および 4について公布（2021年 6月9日）
後 1年 6ヶ月以内の日、5について 2023年 4月1日となっています。就業規則（育児・介護休
業規程等）の変更が必要な改正もあるので、今後の詳細な情報を確認して対応を進めましょう。



　育休中の社会保険料免除は、これまで以上に期間の管理が重要になります。また改正点につ
いて、従業員からの問合わせも想定されます。詳細な情報を今後確認していきましょう。

1.傷病手当金（2022 年1月）
　健康保険の傷病手当金は、支給が開始され
た日から起算して、最長1年6ヶ月まで支給され
ます。この1年6ヶ月の間に、一時的に就労し
た期間（傷病手当金が不支給となる期間）があ
る場合には、その就労した期間も含めることに
なっています。
　近年はがん治療など、長期間にわたって療養
のため休みながら働くケースが増えて来ていま
す。こうした状況に対応し、治療と仕事の両立を
実現するため、就労した期間は含めず、傷病手
当金が支給された期間を通算して最長、1年6ヶ
月間、支給されることとなります。

2.育休中の社会保険料免除　 
　（2022 年10月）

」休育「、下以（業休児育　 という）中は、申し出
により社会保険料（健康保険料・介護保険料・
厚生年金保険料）が免除されます。この免除とな
る基準が見直され、以下の通りとなります。

3. 任意継続被保険者制度 
　（2022 年1月）

　従業員は、退職した後でも一定の要件を満た
せば、任意継続被保険者として退職前に加入し
ていた健康保険の被保険者となることができ
ます。
　任意継続被保険者が負担する健康保険料
は、会社が負担していたものを含めてその金額
を負担します。この保険料の算出根拠につい
て、「従前の標準報酬月額または全被保険者の
平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額」
となっていたものが、健康保険組合は規約で、
従前の標準報酬月額とすることができるように
なります。
　また、任意継続被保険者の資格の喪失につ
いて、任意継続被保険者からの申請によりでき
ることとなります。
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傷病手当金の通算や育休中の
社会保険料免除に関する法改正
2021年の通常国会では、育児・介護休業法の改正のほかに、健康保険法や厚生年金保険法の
改正案が成立しました。対象となる従業員への影響が大きな内容を含みますので、以下で改正
点を確認しておきます。（各項目の括弧内の日付は施行日）

①育休を取得する月にかかる社会保険料
　月末時点で育休を取得しているときは、
その月の社会保険料が免除される。これに
加え、育休の開始日の属する月は、月末時
点で育休を取得していないときでも、その

月中に 2週間以上育休を取得していれば社
会保険料が免除される。
②賞与にかかる社会保険料
　月末時点で育休を取得しているときは、
育休の取得日数に関わらず、その月に支給
される賞与にかかる社会保険料が免除され
ていたものが、今後は育休を取得する期間
が１ヶ月を超える場合に限り、免除される。

傷病手
当金が支給された期間を通算して
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国家公務員の定年延長の動き
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

今後、国家公務員の定年が65歳に引上げられると耳にしました。当社でも技能の伝承や
人材の確保といった観点から定年延長について検討が必要ではないかと思っています。
今回の法改正の内容について教えてもらえませんか？

主な点としては3点あります。まず1点目が定年の段階的引上げです。このように、定年が
2023 年度から2年おきに1歳ずつ引上げられて、2031年度に65歳とされます。

なるほど。2031年度以降は定年が65歳となるということですね。

2点目が役職定年制の導入で、組織活力を維持するため、管理監督職（指定職および俸
給の特別調整額適用官職等）の職員は、60 歳（事務次官等は62 歳）の誕生日から同日
以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動となります。これは、民
間企業においてすでに取り入れられている、いわゆる役職定年制のことですね。

今回の動きは民間企業に先行する動きであり、今後、定年の引上げなどを検討する際の
参考になるでしょう。自社の高年齢者の活用をどのようにしていくのか、検討の際に不明
点等がございましたら、お声掛けください。

① 国家公務員法の改正案が成立し、定年の段階的引上げ、役職定年制の導入、60歳に達
　した公務員の給与について内容が決定した。
② 今回の動きは、民間企業に先行するものであり、今後、定年の引上げなどを検討する 
　際の参考になる。 

定年を延長すると、役職が空かずに次世代を担う人材が管理監督職の経験を積めないと
いう課題が想定されますので、その一つの対応策ということなのでしょう。

そして、3点目が60 歳に達した公務員の給与であり、人事院の「意見の申出」に基づき、
当分の間、公務員の俸給月額は公務員が60 歳に達した日後の最初の4月1日以後、その
公務員に適用される俸給表の職務の級および号俸に応じた額に7割を乗じて得た額と
するとしています。
今回の話は国家公務員ですので、民間企業において直接的な影響はありませんが、今後、
定年を延長する場合の給与の設定におけるひとつの参考数値としてとらえることができ
ると思います。

たしかに以前、定年を引上げる話題になったときに、給与や賞与、退職金はどうするのかと
いう結論が出ずに立ち消えになりました。

ONE 
POINT

現行 2023年度～ 2025年度～ 2027年度～ 2029年度～ 2031年度～
定年 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳北出社労士



1.脳・心臓疾患の 
　労災補償状況

　脳・心臓疾患の労災請求件数は784件とな
り、前年の936件から152件減少しました。支
給決定件数についても194件と、前年の216
件から22件減少しています。支給決定件数に
ついて業種別にみていくと、「運輸業、郵便業」
が全体の3割近くを占め、「卸売業、小売業」、
「建設業」と続いています。

2.精神障害の労災補償状況
　精神障害の労災補償状況は下図のとおりで
す。令和2年度の請求件数は2,051件となり、
前年の2,060件から9件減少しました。一方、
支給決定件数については608件となり、前年
の509件から99件増加し、過去最高となりま
した。また認定率については31.9％であり、申
請の3件に1件の割合で労災として認定されて

います。このうち、支給決定件数を具体的な出
来事別に分類すると、上位項目は次のとおりで
す。

　「①上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃
等のパワーハラスメントを受けた」については、
2020 年5月29日に心理的負荷による精神障
害の認定基準が改正され、新規に追加されたも
のです。

3.パワーハラスメント 
　 防止措置の義務化

　職場におけるハラスメントの問題は、年々深
刻化しており、それが今回のように精神障害の
原因にもなり得ます。そのため、企業においては
ハラスメント防止に向けた積極的な取組みが求
められます。
　パワーハラスメント防止措置は、大企業では
2020 年6月1日より義務付けられていますが、
中小企業でも2022 年4月1日より義務付けら
れます（それまでは努力義務）。　
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精神障害にかかる労災の
支給決定件数 過去最高の608件
長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・心臓疾患や精神障害
を発症するケースが増加しています。先日、これらの労災請求状況に関する令和2年度の集計結
果が厚生労働省より発表されました。以下では集計結果の内容についてとり上げましょう。

①上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等の
　パワーハラスメントを受けた（99件）
②悲惨な事故や災害の体験、目撃をした
　（83件）
③同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌
　がらせを受けた（71件）
④仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさ
　せる出来事があった（58件）
⑤特別な出来事（54件）

　企業としては、長時間労働対策を徹底するとともに、業務の内容において過剰な負荷がかかっ
ていないかを確認し、さらにはパワーハラスメント防止に向けて、研修を行ったり相談窓口を周
知したりするなどの取組みを進めていく必要があります。



75％程度が2019年より減少
　上記白書から、調査に回答した中小企業に
おける2019年の売上高を100とした場合の
2020年の売上高をまとめると、下グラフのと
おりです。

　75以上100未満の割合が54.3％で最も高
くなりました。100以上は25.9％となっており、
全体の4分の3程度の企業では、2020年の
売上高が2019年よりも減少しています。

影響の度合いは様々
　業種別の結果をまとめると下表のとおりで
す。75以上100未満の割合が最も高い業種
が多い中、宿泊業と飲食サービス業は50以
上75未満の割合が、最も高くなりました。100
以上の割合は、建設業とその他で30％を超え
ました。50未満の割合については、宿泊業が
23.6％、生活関連サービス業が18.1％と二桁
の割合になっているのが目立ちます。
　業種によってはもちろん、同業種であっても
新型コロナの影響の度合いには差がある結果
となりました。

回答数 100以上 75以上100未満 50以上75未満 50未満
建設業 275 38.9 47.6 11.6 1.9
製造業 1,699 23.8 58.0 14.8 3.4
卸売業 854 27.6 62.3 8.8 1.3
小売業 966 27.1 58.9 12.0 2.0
宿泊業 263 6.0 22.1 48.3 23.6
飲食サービス業 232 12.5 33.2 44.8 9.5
生活関連サービス業 144 8.3 49.3 24.3 18.1
その他 1,192 32.9 53.1 10.6 3.4
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新型コロナが
中小企業に与えた影響
今年4月に発表された中小企業白書 」書白「、下以（ という）では、新型コロナウイルス感染症（以
下、「新型コロナ」という）が中小企業に与えた影響について取り上げています。ここでは白書の中
から、新型コロナが中小企業の売上高に与えた影響をみていきます。

中小企業庁「2021年版中小企業白書」より作成

業種別2020年の売上高 （2019年を100とした場合の水準、％）

25.9

54.3

15.4

4.4

100以上 75以上100未満
50以上75未満 50未満

中小企業庁「2021年版中小企業白書」より作成

2020年の売上高（2019年を100とした場合、％）

※中小企業庁「2021年版中小企業白書」
　ここで紹介したデータは白書 182～183ページ掲載のものです。調査時点が 2020年11～12月のため10～12月の売上高については見通しとなっています。
詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/PDF/chusho.html

50未満の割合については、宿泊業が
23.6％、生活関連サ ビス業が18.1％
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人事評価・採用・総務業務のデジタル化および助成金について、

弊社スタッフが連載中です。ためになる情報を日々発信しております。

人事評価
人材採用

業務の
デジタル化

助成金情報

「人材育成」に注力するなら

「評価」に注力せよ
『採用定着士が読み解く！

採用が上手くいっている

会社から学ぶ採用力アップ

の秘訣』

『キャリアコンサルタントが

お届けする、助成金情報と

ためになるコラム』

『デジタル化ってどうすれば

いいの？？？　～元CEが

社労士業務を行う中で感じた

ことを徒然なるままに

書き綴ります～』

シナジー経営HPにて
連載中です。
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夏季休業の
お知らせ

当事務所は8月13日（金）～8月16日（月）まで夏季休業期間となっていま
す。8月17日（火）からは通常通りとなります。手続き等、お急ぎの場合は
お早めにご連絡ください。

賞与支払届
の提出

賞与を支給した場合は、5日以内に「賞与支払届」を年金事務所に提出しま
す。また、賞与支払予定月等に賞与の支払が無かった場合でも、「不支給報
告書」の提出が必要になりますのでご注意ください。
※令和3年4月1日以降より総括表が廃止となります。詳細は以下をご確認く
ださい。▼日本年金機構HP

https://bit.ly/36yQ0X6

2021年4月入社の
新入社員向け研修の

お知らせ

10月5日（火）に「新入社員フォローアップ研修」をオンライン開催致しま
す。詳細・お申込みは以下をご確認ください。※申込締切：9月30日（木）

https://bit.ly/3hzmuHa

今月は、半年前から作ってみたいと思っていたお菓子をこ
の企画担当と聞いた時に、“これは今しかない！！作らな
いと！”と思った金森が、「マカロン作りをしてみまし
た」をお届けします！！
お菓子といっても簡単に作れるものから、なかなか難しく
て手作りに挑戦できないものまで色々ありますよね。
お店にあるマカロンを目指し、挑戦してみました(^O^)

①レシピ検索

愛用しているアプリ「macaroni」
でレシピを検索♪動画あり、文章あ
りで分かりやすいです。

②材料準備

材料はしっかり量りま
す！！まとめてふるう
粉類は同じボールに入
れ、洗い物削減！

③混ぜる

メレンゲを作ったり、
粉をふるって混ぜたりします。
途中、お邪魔虫が乱入！！
でも、あっという間に
いなくなりました(笑)

⑤焼く

オーブンで温度を変えな
がら焼きます。
できあがりはクッキー？

⑥できあがり

クリームをはさめ
ば・・・
できあがり！！
お店にあるマカロン
みたいにはなりませ
んでした(-"-)

マカロンは事務所スタッフ全員に無理矢理食べて
もらいました♪♪「おいしい」「お店で買うやつ
より好きかも」など感想を頂き、嬉しかったで
す！マカロン作りの後は、燃え尽きてやる気が出
ず、夕食は切って焼くだけの焼肉に・・・
材料も失敗してもいいように２回分準備したの

でもう１回作らないといけません(笑)

混ぜる工程のポイントは
マカロナージュ！！！

④成形する

生地を絞り袋に入れ、同じ大きさの丸に
なるように絞り出し、表面を乾かします。

マカロナージュとは
生地とメレンゲの泡をつぶしながら混ぜ合わせて、生地
の固さ調整をすることです。
このとき、生地が膨らむ素となる気泡を均一にします。
気泡が均一の状態で乾燥をさせると表面に膜ができ、焼
いたときにマカロン特有のつるっとした質感になります。


