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雇用調整助成金の延長が
与える影響

新型コロナウイルスの感染者数が依然とし
て収まりを見せない中、雇用調整助成金の特
例措置の本年 12 月末までの延長が決定され
ました。今後の動きについて考察します。

はじめに

逆に言うと、回復が見込めない業種では雇用調整助成金

4 月から 9 月末までの間、特例措置として雇用調整助成

の特例終了に向けて業態転換を図り、縮小部門の労働者

金の大幅な拡充が行われていますが、新規感染者数の増

に退職勧奨をしていく動きが増えるかもしれません。

加が収束を見せない中、この特例措置がさらに延長とな
ることが発表されました。雇用調整助成金の特例措置の
延長による影響について解説していきます。

延長の影響②
来年初夏まで支給継続も
雇用調整助成金は１社につき 1 年で 100 日、
3 年で 150

特例の内容

日を支給限度日数としていますが、特例期間は別計算と

現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業など雇

されています。

用調整をしている企業に向けた特例の主な内容として
は以下のものがあります。当初 9 月末までとされていた

4 月以降に雇用調整助成金をもらい始めた会社につい

この特例措置は年末まで延長するということになりま

て、全休しても正味 100 日＝約 5 ヶ月分支給日数に余

した。

地があることになります。
2020 年末

今回の発表時には、雇用情勢が大きく悪化しない限り、

まで延長

特例措置等は段階的に縮減するとの記述もありました。
これ以上の延長がなかった場合でも、翌年 5 月までは何

上記の特例内容がそのまま引き継がれ延長することに

らかの休業手当助成があると見込めます。

より、次のような影響があると考えられます。

延長の影響①
整理解雇の難易度アップ
現在の特例下では、平均給与 30 万円程度の会社で解雇
などをしていない場合、休業させても会社の金銭負担は
実質的にほとんどありません（助成金が支給されるまで
は休業手当相当額を一時的に負担します）
。雇用調整助
成金がここまで拡充された状態では、事業縮小による整
理解雇をすることはほとんどありません。
なぜなら、企業はこの助成金によって「解雇回避の努力」
を行うことができるためです。

延長の影響③ 雇用保険料率
かつての石綿(アスベスト)による健康被害の救済のた
め、労働保険料申告に合わせて「一般拠出金」を納める
仕組みが 2007 年以来、現在まで続いています。
新型コロナウイルスが落ち着いてからになるとは思い

雇用調整助成金の内容が充実している時に人員を減ら
したい場合は、退職金や合意金を用意した上で退職勧奨
（退職の提案）を個別に行う必要があるでしょう。

ますが、雇用調整助成金などの支出をまかなうため、今
後保険料率の引き上げや、特別な拠出金制度の創設など
の可能性があります。
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with コロナの
労務管理 Q&A

新型コロナウイルスの影響で、労務管理上の新
たな課題が次々に発生しています。判断に迷う
労務管理課題について Q&A 方式で紹介しま
す。

はじめに

ただし、会社からの「要請」は実質的に強制力を持つこ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で働き方が変化

とに注意してください。伝える際は、
「要請の意図」や

しています。それに伴い、ウイルス感染拡大防止策の実

「やむを得ず飲み会に参加する場合の感染防止策」など

施や世間の評判への対応など、今までにない経営課題が

を具体的に示すと良いでしょう。なお、この時期会社が

生まれています。以下判断に迷う労務管理課題について

主催する飲み会などを開き、従業員に参加を強制するこ

Q&A 方式で紹介します。

とも評判リスクや感染拡大リスクの点でふさわしくな

Q1.在宅テレワークの
通信費は誰が負担するか？

いといえます。

A1.法的なルールはありませんが、負担割合を就業規則

Q3.従業員の旅行や
帰省を禁止できるか？

などで決めた方が良いでしょう。テレワークに関わる費

A3.飲み会同様に、旅行や帰省を禁止することはできな

用負担区分については、テレワークを導入する前に、通

いでしょう。ただし、労務管理上の注意喚起やヒアリン

信費などの負担について明確なルールをつくり、従業員

グは可能です。

に対して丁寧に説明することが必要です。
プライベートな旅行を禁止できないまでも、感染リスク
①情報通信機器の費用

が高い場所への旅行や、感染拡大に繋がる移動といった

パソコン本体や周辺機器、携帯電話、スマートフォンな

従業員の行動については、万が一の感染の際の評判リス

どについては、会社から無償で貸与しているケースが多

クも含めて会社から注意喚起することができるでしょ

いでしょう。

う。また、広く労働環境を健全に保つために、旅行先な
どを事前にヒアリングすることも可能です。プライバシ

②通信回線費用

ーとの兼ね合いを考えながら適宜判断しましょう。

通信費用については個人の使用と業務使用との切り分
しているケースが多いでしょう。インターネット環境に

Q4.PCR 検査を
受けることを強制できるか？

ない者が会社の命令でテレワークをする場合、初期工事

A4.検査を強制したり、本人の同意なく検査結果を企業

費について部分的に会社負担とするケースもあります。

が取得したりすることには問題があります。新型コロナ

けが困難なため、実費にかかわらず一定額を会社負担と

Q2.プライベートな飲み会を
禁止できるか？

ウイルスに関する検査を企業が従業員に対して行う場
合、労働者個人の自由意志で受けてもらいましょう。ま
た、例え検査費用を企業が負担したとしても、検査結果

A2.原則としてプライベートな飲み会を禁止すること

を企業が取得する時には本人の同意を得ておきましょ

に法的な拘束力はありません。
「お願い」にとどめてお

う。接客業などにおいて、対外的な安全性のアピールの

くべきでしょう。所定時間外の飲み会について会社が禁

ため一斉検査を行うといったケースもあるかもしれま

止し、違反したものに不利益を与えることは問題がある

せんが、業種によって当然に検査を強制できるわけでは

ため、あくまで「要請」
「お願い」にとどめておく必要

ないので注意しましょう。

があります。
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自律型人材育成の
落とし穴

コロナ渦の中、テレワークなど自由な働き方が許
容されてきた一方で、自律的に仕事を進めてくれ
る「自律型社員」が求められています。自律型の
人材育成の注意点について取り上げます。

はじめに

陥りがちな失敗

上司が管理しなくても自ら目標を立て行動し、自らの時

「自律的に動く人を育てたい」というテーマのもとで人

間をマネジメントできるようないわゆる「自律型社員」

材育成をするときの典型的な失敗例として、次のような

の育成は、従来から人材育成の大きなテーマの一つでし

ものがあります。

たが、このコロナ禍による働き方の変容により、自律的
に動く人材を育てる緊急度が増しました。

① キャパオーバー
自分で考えることができるほどその職務についての経

この「自律型人材」を育てるときに、陥りがちな失敗に

験値を積んでいない相手に対して「自分の頭で考えろ」

ついて考察します。

と指導すると、
「できない今の自分」に悩み、精神的に
追い詰められて疲弊してしまうことがあります。そのよ

自律型人材とは

うな相手には、まず仕事を噛み砕いて一つずつ任せ、で

自律型人材とは、一般的には文字通り「自ら」
「律する」

きたことを褒めるなどして徐々に自信をつけさせるこ

ことのできる人材を指します。定義には諸説ありますが、 とを優先しましょう。
概ね次のような要素が含まれているでしょう。
② 成果を求めすぎる
自律型人材の定義

未熟な相手に売上など成果を求めすぎることにも注意

・ 自ら目標設定ができる

が必要です。ビジネス上、
「個人売上と人件費を比べて

・ 自らのタイムマネジメントができる

赤字化していないか」は重要な指標の一つですが、その

・ 自らの成果を定期的に測定し、行動を軌道修正できる

類のフィードバックは露骨な印象を与え、かえってやる

・ モチベーションコントロールができる

気を削ぐことがあります。売上などお金をイメージする
指標よりも、まずは「電話をかけた件数」や「パンフレ

テレワークやダブルワークなどの新しい働き方におい

ットを渡した枚数」など行動量を測る指標を与えたほう

て、上司の監視や管理がなくてもパフォーマンスを発揮

がよいかもしれません。

できる人がより望まれます。
③命令を聞くだけのほうがいい人

上司の役割

自分の頭で考えて工夫するよりも、言われたことを淡々

自律型人材を育成するためには、上司はただ命令をする

とこなすことを好むタイプの人がいることにも注意し

だけでなく、
「自分で考える」トレーニングを積ませな

ましょう。そのような相手に「会社と自分の人生の目標

ければなりません。目標の立て方を教え、時間配分につ

設定」などの込み入った話をすると、過干渉と思われて

いて相談に乗り、PDCA サイクルを回せるよう指導して

パフォーマンスを落とすことになりかねません。命令す

いきます。

る業務のレベルを徐々に上げて、命令を聞いていたら自
然とスキルが身につくように導いてあげるとよいかも

単純にタスクを命令することに比べ指導に時間がかか

しれません。

るため、辛抱強く関わっていく必要があるでしょう。
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早く正しく決める技術

単行本：205 ページ

出口 治明 著

出 版：日本実業出版社
価 格：1400 円（税別）

はじめに

これはライフネット生命に限ったケースではありませ

60 歳を超えて生命保険会社をゼロから創業した筆者が

ん。どの会社にも、明確な方向性が掲げられており、全

重要視する「決断力」
。以前は「考えずに、何もしない

ての決断の指標はその方向性に従うべきなのです。

こと」が評価された時代があったと筆者は述べています
が、今は迅速に決断することが正当に評価されるように

「数字」
「ファクト」
「ロジック」

なったと書かれています。これからの時代に必要な「決

しかし、そうは言ってもやはりベストな決断を下すこと

断力」について学んでいきましょう。

が難しい場面もあるでしょう。そこで重要になるのが

なぜ決断することは難しいのか

「数字」
「ファクト」
「ロジック」の 3 つです。

ビジネスシーンにおける決断とは、いたってシンプルな

1.数字

ものであると筆者は考えています。

国語ではなく算数で物事を捉えてみましょう。一つの問
題を国語的に考察すると、その意味や結果は曖昧になり

「迷ったら、どちらのほうがベネフィット(便益)が高いかを

がちですが、数字的に考えると優劣ははっきりしやすい

考える」のは仕事の鉄則です。(中略)どのような仕事であれ、

ものです。

目的がある以上は、丁寧に分析していけば正解にたどりつけ

2.ファクト

るはずです。

ファクトとは、数字やデータから導き出せる客観的な事
しかし、そう簡単に物事を切り分けることができないこ

実のことです。誰の目からでも同じように見えるもので

との方が多いのではないでしょうか。

あり、
「一人のお客様の声はファクトにならない」と筆

「余計なこと」を切り分ける
本来ならば、一つの目的や目標に向けてスムーズに行わ

者は述べています。会社に寄せられるフィードバックは
有益ではありますが、多数の情報を収集・分析し、一つ
のファクトを見つけ出すことが重要なのです。

れるはずの決断は、いくつもの「余計なこと」が障害に
なって困難になっていきます。

3.ロジック
数字、ファクトをもとに論理を組み立てていくことがロ

上司の顔色や、自分自身の経験の有無、仕事上の哲学な

ジックです。単純な論理的正確性だけではなく、より多

どが「余計なこと」に分類されます。筆者にもおよそ

くの変数を持っているものが優れたロジックとなりま

30 歳の年齢差をもつビジネスパートナーがおり、その

す。変数とは、言い換えれば多面性であり、議論や思案

年齢差が意見の衝突を生むのではないか、と聞かれるこ

をする際の材料の多さになります。充実したロジックを

とがあると言います。

ベースにすることで、議論をより精緻なものにすること
ができるのです。

ライフネット生命にはマニフェストという会社の憲法のよう
なものがあります。(中略)理念や明確な方向性を共有してい

「決断に勇気はいらない！」と断じる筆者による、早く

るのですから、
「話が合わない」はずがありません。

正しく決める技術を学ぶためにおすすめの一冊です。
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ひとときレター
編集後記

労務管理や人材育成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。

現代の“閉塞感を打ち破る”ヒント・・
「常識とは 18 歳までに身に着けた偏見のコレクションのことをいう」アインシュタイン
日本では新首相を迎え、多様性や既得権益打破に向けて新しい未来を描こうとしていますが、偏見が蔓延る日本人の
意識改革なくして、新時代の到来は難しいのではないでしょうか。それは企業組織においても同じです。
世代間の価値観の違い・文化の違い・言葉の違いによって部下や新人育成の難しさを感じ、疲弊している企業も多く
存在します。自分にとっての常識が、若い世代にとっての偏見でしかないこともあります。その逆も当然存在します。
まずは、その溝を認識し共有することです。溝を埋めようとルールで縛れば、必ずひずみが生まれます。ルールを作る
ことは必ずしも問題解決にはならないのです。お互いのマインドを共有する泥臭い作業こそ今とても大切な任務ではな
いでしょうか。しかし、諦めたらそこで終わりです。時間はかかりますが、まずはお互いに“聴く”を実践
できる場を作ること、弊所はそのお手伝いをいたします。

--- 今月の「ひとときコラム」 --------------------------------------------人材育成のカギ…子育てで実践中

叱る前に一呼吸おいて、まずは“聴く”姿勢から

スタッフ全員がプライベートでは子育てという“人材育

コツ②叱るとき、自分の感情を見つめていますか？

成”実践中です。そんな子育てからの人材育成における３

怒る（感情任せ）では相手に伝わりません。

つのシンプルで重要なヒントをご紹介します。
「褒める」
「聴く」

コツ①あらかじめ褒めるポイントを決めていますか？

コツ①相手が話しやすい環境・状況を整えていますか？

何でも褒めるは逆効果です。褒める部分において根拠とブ

相手が本音・本心を語ることができなければ、それは聴い

レない基準が必要です。

たことにはなりません。

コツ②連続した具体的な言動を褒めていますか？

コツ②（十四の）心で聴いていますか？

たまたま出来た！ではなく、安定的な成長を褒めます。長

相手の言葉を遮らず、沈黙も耐え、まずは最後まで喋らせ

期的な視点で温かい眼で見守るスタンスが必要です。

る。自分から発する言葉は相手の言葉を引き出すためのキ
ーワードであること。

子育ても部下育成も、育成の土台として双方の信頼関係が
必要です。お互いの信頼なくして、成長はありません。信

「叱る」

頼とは、安心・安全の拠り所です。それは、会社において

コツ①頭ごなしに、相手の意見も聞かずに言いっぱなしに

はブレない理念や指針です。そして、シンプルで明確なモ

なっていませんか？

ノほど浸透します。
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