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休業に伴う

標準報酬の特例改定
の注意点
話題のビジネス書をナナメ読み

注目トピックス
01｜コロナウィルス感染症に伴う休業
標準報酬の特例改定
例年通り算定基礎届の届出時期になりました。今年は新
型コロナウイルスの影響により計算方法に注意すべき
点があります。

04｜メタ思考トレーニング (PHP 研究所)
メタ思考とは「物事を 1 つ上の視点から考える」ことで
す。言葉自体や重要性は知ってい
ても、適切に実践できている人は
少ないのではないでしょうか。本
書ではメタ思考を実践するための
具体的な方法を解説しています。

特集
02｜解雇の際に気をつけたい
「法律」と「プライド」
ミスマッチや能力不足、協調性欠如などの理由でやむを

人事労務マネジメントひとときより

えず労働者を解雇する際に注意すべき「法律」と「プラ

05｜お知らせ 電話受付時間変更

イド」について考察します。

03｜雇用保険関係法改正の予定
新型コロナウイルス感染症に関する情報に埋もれてい
た雇用保険関係の法改正情報について取り上げます。

夏季休暇
06｜今月の「ひとときコラム」
「コロナ」を考える
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算定基礎届の届出が終わったばかりですが、

コロナウイルス感染症に伴う休業

新型コロナウイルスの影響に伴う休業で著

標準報酬の特例改定

しく報酬が下がった場合の特例が出ていま
す。

はじめに

対象となる方

今回、ご紹介する特例は、報酬の減額に伴い、いち早く

次のすべてに該当する方が対象となります。

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改

□ 休業により令和 2 年 4 月から 7 月までの間に、報酬

定することが可能にできます。ただし、あくまでも任意

が著しく低下した月が生じた方

であること、随時改定や算定基礎届との関係、そして休

□ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬総額が、

業解消時の更なる随時改定と複雑な要件が絡み合うた

現在の標準報酬月額に比べて 2 等級以上下がった方

め、慎重な判断が必要です。以下、特例の要件と注意点
について解説します。

標準報酬月額の特例改定とは

□ 改定内容に本人が書面により同意している

対象となる保険料
□ 令和 2 年 4 月から 7 月までの間に休業により報酬等

コロナウイルスの影響により休業した方で、休業により

が急減した場合に、その翌月の令和 2 年 5 月から 8

報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当す

月分保険料が対象になります。

る場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、

※9 月以降は原則、定時決定により決定された標準報酬

通常の随時改定（4 か月目に改定）によらず、特例によ

月額となります。ただし、定時決定が行われない 7，8

り翌月から改定可能となるものです。

月改定の方は、休業回復後に随時改定の届出が必要です。

申請手続きについて
□ 月額変更届（特例改定用）に申立書を添付し管轄の
年金事務所に申請してください。

特例時の注意事項
通常の賃金から減額される休業手当が支給された場合
に適用される通常の随時改定（左図上）に対して、本特

休業月を含む場合
今年は、多くの企業が
4 月から 6 月にかけて新型コロ
特例

例は固定的賃金の変動がない場合も適用になります。
①被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意
改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当
金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。
実は、届出をした直後に取消の申し出が既に発生してい
るようです。慎重に検討しましょう。
②通常の随時改定と回復時の随時改定の関係
回復時の随時改定についても、通常の随時改定とは取扱
いが違うため、休業解消時のことまで考えて活用を検討
することが必要です
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ミスマッチや能力不足、協調性欠如などの理

解雇の際に気をつけたい

由でやむをえず労働者を解雇する際に注意

「法律」と「プライド」

すべき「法律」と「プライド」について考察
します。

はじめに

プライド

新型コロナウイルス感染症の影響によらずとも、ミスマ

退職に関して労働者の「プライド」を無視するとしばし

ッチや能力不足、協調性欠如などの理由でやむをえず解

ば感情的に対立して問題が複雑になります。以下、典型

雇を検討しなければならない場面があります。解雇はそ

的なプライドとその交渉方法をまとめました。

の伝え方や手順を間違えると、騒ぎが大きくなり会社に
多大なダメージを与える可能性があるため、法律だけで

プライド１:能力（自分には能力がある）

なく感情も踏まえた交渉術が求められます。以下、解雇

→対策：頭ごなしに「能力がない」と決めつけず、客観

問題で重要なポイントである「法律」と「プライド」に

的な作業量や作業品質を他の一般的な従業員と比較す

ついて考察していきます。

る資料を見せながら話し合う。

法律上のポイント

プライド２:勤続年数

解雇を考える上で把握しておくべき法律上のポイント

（長く会社に貢献してきた自負がある）

は次の３つです。

→対策：
「偉そうにする」
「新人をいびる」などの問題が
多い。あらかじめ問題点を指摘し、時代変化に合わせて

① 解雇とは会社から一方的に雇用契約を解除すること

態度を改めるよう事前通告するとよい。勤続年数に応じ

② 客観的に合理性のない解雇は無効である

た褒賞（退職金アップなど）を用意すると交渉しやすい。

③ 解雇する場合は 30 日以上前に予告（または解雇予告手
当の支払い）をする必要がある

プライド３:個人的信条・信念
（仕事のやり方に対する強いこだわり）

①について、解雇はしばしば退職勧奨と比較されます。

→対策：個人的信念の善悪を会社が判定しない。あくま

解雇が会社の一方的な意思表示であるのに対し、退職勧

で「その信条・信念が仕事や同僚にどう影響を与えてい

奨は「退職の提案」であり、労働者の合意が必要である

るか」についてのみ評価し、必要に応じて指導をしてい

点で異なります。

る立場であることを伝える。組織との価値観の違いを認
識することで退職がスムーズになることも。

また、②について、日本では判例等で確立されている合
理性の判断基準のハードルが「かなり高い」ことに注意

プライド４:実績

が必要です。横領などの犯罪行為はまだしも、能力不足

（やることをやっているのに認められないと思う）

や勤務成績不良で解雇をするのは容易ではありません。

→対策：
「役立たず」
「給料泥棒」などの言葉は決して使

この問題は、解雇した労働者から「この解雇は客観的合

わない。会社の指示・采配が及ばなかった点を詫びつつ、

理性がないから無効だ、だから私はまだ労働者として在

実績について会社と本人の間にズレがあることを確認

籍する権利がある」と主張されることで顕在化します。

しながら、定量的目標を設定し、約束させるなどの交渉
がよい。

加えて、③のように解雇の場合には解雇予告手当の支払
い義務も出てくるため、実は多くの解雇事案は「まずは

お互いが不満なく納得できる解雇の進め方については、

退職勧奨案件として労働者と交渉をする」方が得策です。 お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症に関する情報に

雇用保険関係
法改正の予定
はじめに

埋もれていた雇用保険関係の法改正情報に
ついて取り上げます。

更されると、実質的に休業前の手取り額とほとんど変わ
らない額の育児休業給付を受け取れることになります。

新型コロナウイルス感染症に関する情報ばかりが取り

実質的な収入減とならない制度を整えることで、男性の

沙汰されていますが、雇用保険関係でいくつか注目の法

育児休業取得率アップを目指しています。給付率につい

改正情報があります。以下改正の概要を解説していきま
す。

1.育児休業関係
①育児休業給付の独立
育児休業給付について、失業等給付から独立させること
になりました。今までは失業等給付の一種である「雇用
継続給付」に分類されており、
「育児でキャリアを中断
させないための雇用の継続を目的とした給付」という位
置付けでした。
この度、景気の影響を受けやすい失業等給付と育児休業
給付を明確に区分することで雇用保険財政を透明化す
る狙いがあるようです(令和２年４月施行)。
なお今後、育児休業給付部分の保険料率は 1,000 分の

て今後の情報に注意していきたいところです。

2.高年齢者雇用関係
高年齢者雇用関係では次のような改正が予定されてい
ます。
① 65 歳から 70 歳までの高年齢者就業確保措置（定年
引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意し
た上での雇用以外の措置（継続的に業務委託契約する制
度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度）の導入の
いずれか）を講ずることを企業の努力義務にするなどの
改正 (令和３年４月施行)。
② 雇用保険制度において、65 歳までの雇用確保措置の
進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を令和７年度か
ら縮小するとともに、65 歳から 70 歳までの高年齢者
就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に
位置付ける(令和７年４月施行・令和３年４月施行)。
つまり、
「今まで 65 歳までの雇用確保措置だったもの

４と設定され、失業等給付と区分される予定です。
②給付率の変更（検討段階）
また給付率についても、現行の 67%(7 ヶ月目以降は
50%)から、80%までアップさせることが検討されてい
ます。育児休業取得から 6 ヶ月間の給付率が 80%に変

が、段階的に 70 歳まで雇用確保を求めるものに変わっ
ていく」ということになります。
少子高齢化や労働力人口の減少は今後、更に労働市場の
課題になるため、これらの情報を踏まえた労務管理体制
を考えていく必要がありそうです。
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メタ思考トレーニング

単行本：236 ページ
出 版：PHP 研究所

細谷 功 著

価 格：870 円（税別）

はじめに

上位目的とは、与えられた問題が持っている「真の問題」

メタ思考とは「物事を 1 つ上の視点から考える」ことで

と捉えることができます。業務において、多くの人は発

す。言葉自体や重要性は知っていても、適切に実践でき

生した職務を遂行する際に「どうやって（HOW）
」や「ど

ている人は少ないのではないでしょうか。本書ではメタ

んな手段で（WHAT）
」を最優先に考えがちです。もち

思考を実践するための具体的な方法を解説しています。

ろんこれらも問題解決において重要な要素ではありま

メタ思考の重要性

すが、まずは「なぜ（WHY）
」の追求を意識化してみま
しょう。

「物事を 1 つ上の視点から考える」ことで、どのような
効果が得られるのでしょうか。これについて、筆者は 3

顧客はなぜこのような依頼をしてきたのか？

つの要素を挙げています。

なぜ自分の会社では品質向上を推し進めているのか？

1 つ目は、成長するための「気づき」が得られることで

今までと変わらないビジネスの中で、何度も WHY を考

す。これには「自分が知らない自分のこと」を理解する

察する機会があると気づくことだと思います。その機会

という意味も含まれています。気づいていない人が行う

を逃さずに WHY 型思考をすることで、メタ思考が定着

学習や訓練は、いくら時間をかけても意味がありません。 していくのです。
2 つ目は、思い込みや思考の癖から脱却することです。

メタ思考は複数の思考法の集合体

「自分は間違っているかも知れない」と自分自身の価値

「メタ思考とは物事を 1 つ上の視点から考える」という

観を疑い、高い視点から自分を客観視することで広い視

言葉だけ聞いたとき、なんとなく理解はできても実践レ

野を身につけることができます。

ベルまで落とし込むことは難しいでしょう。なぜならば、
一見すると抽象的に見えるメタ思考は具体的な複数の

3 つ目は、創造的な発想が広がっていくということです。 思考法の集合体であるからです。
様々な物事をメタ思考で捉えることで、今までになかっ
た認識が得られ、新しい考え方が生み出されます。

WHY 型思考で物事を捉える

前述した WHY 型思考もメタ思考を構成する思考法の 1
つです。これ以外の思考法も本書内では紹介されていま
す。それらの思考法を理解せずにメタ思考の意味合いば

メタ思考をトレーニングするための考え方として筆者

かりを学んでも、実践レベルのメタ思考を身につけるこ

が提唱しているのが WHY 型思考です。

とはできません。

問題解決におけるメタ思考とは、いきなり問題を解き始める

曖昧なイメージが先行しがちなメタ思考を細かく分解

のではなく、まず「問題そのものについて」考えることを意

し、具体的かつ論理的に筆者は解説しています。

味するのです。

メタ思考を当てはめて考えられる実例トレーニングを
問題解決の際に WHY を優先して考えることは、上位目

交えながら、メタ思考を適切に学習できるオススメの 1

的を明らかにすることに繋がります。

冊です。
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ひとときレター
編集後記
【お知らせ】電話受付時間の変更

労務管理や助成金などのご相談がござい
ましたら、お気軽に当事務所までお問い
合わせください。

9:30～17:30

tel052-684-4020

弊所では「新しい生活様式」として、在宅ワークと時差出勤を取り入れた働き方改革を推進しています。そこで、今後
は上記の通り事務所の電話の受付時間を変更いたします。ご迷惑おかけしますが、ご了承いただきますよう、よろしく
お願いいたします。

【お知らせ】弊所の夏季休暇
8 月 10 日（月）～12 日（水）は通常通り事務所は

8 月 13 日（木）～16 日（日）

開所しております。

--- 今月の「ひとときコラム」 --------------------------------------------「コロナ」を考える
コロナ感染拡大の第二波を受け、またか…という欝々とし

アウトドア好きな弊所スタッフは毎年、野外で竹の流しそ

た気持ちを抱える人が多いのではないでしょうか。4 月か

うめんを楽しんでいましたが、今年はそれも叶わず…知恵

らの自粛と自宅待機によってコロナストレスを感じそれ

を絞って自宅で流しそうめん台を手作りしたそうです。

に対して対策を講じないと「コロナうつ」になる可能性が

流しそうめん器は 5 千円前後で販売していますが、
ステイ

あります。そこでストレスの対処法として「STRESS」を

ホームならではの創作を楽しむ時間になったようです。

ご紹介します。
S…スポーツ（運動をする）

精神科医、樺沢紫苑氏の最新作「ストレスフリー超大全」

T…トラベル（旅行に行く）

では、うつ病の予防法は一言でいえば「規則正しい生活」

R…レクリエーション（遊ぶ）

だそうです。人間の基本の睡眠、食事、運動を整える…と

E…イート（食べる）

ても当たり前のことなのです。何事も基礎や土台が大切な

S…スピーク（しゃべる）

のだと改めて認識します。

S…サケ（お酒を飲む）
GO TO キャンペーンも先行きの怪しい中、一部できない

また、今まで当たり前だと思っていた日常がコロナによっ

こともありますが、自宅でできる範囲で取り組む、
「普段

て寸断されたことで、
「当たり前」の「有難さ」を痛感し

できないことが自宅にいることでできる」というポジィテ

ます。
「有り難う」を漢字で書くことで気づきます。

ィブな気持ちで取り組むことが大切です。
なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
人事労務マネジメントひととき/リガーレひととき株式会社
社会保険労務士 水野由里
〒460-0003 名古屋市中区錦 3-1-30 錦マルエムビル６Ｆ
TEL:052-684-4020 FAX: 052-684-4030 info@hito-to-ki.jp
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