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● 代表より 「存在承認」 ● 協会けんぽの保険料率が上がります！ ● 心理的負荷による精神障害の労
災認定の基準が変更されました！ ●「うつ病」をめぐる最近の裁判例 ●手続きをご依頼頂いている事
業主様へお願い ●企業ＰＲコーナー ●スタッフコラム
鎌倉です。早いものでもう３月ですね！
このところ、講師をさせて頂く機会が多くありました。
中でも管理職研修は、受講される方々とグループワークを取り入れて進める中で、部下を「承認すること」「信じる
こと」の大切さをお話しするのですが、有り難いことに、私自身の再確認の場にもなっています。
研修では よく “結果承認” と “存在承認” の話をさせて頂くのですが、この二つは異なります。
“結果承認”とは、何か成果が出たから、目標を達成したから、その結果に関して、評価すること。 一方、“存在
承認”とは、その人のあるがままを認めること、感謝すること。 「あるがままを認め、感謝する」 というと、とても
簡単そうですが、実は当たり前すぎてなかなか意識しないとできないのが “存在承認” だと感じます。
自分自身、日々「承認」ができているかを自問自答しますが、答えは「十分にできてない！」。
ついつい、うちの社員だったらこれくらいできて当たり前、やって当然 と思ってしまったりします。
こちらはもっとやっているし大変だ～

なんて口にしたり態度に出てしまうようではいけないのですよね。

承認力が足りていないと痛感する瞬間です。 もっと真に謙虚に、周囲に感謝できる自分でありたいです。
と同時に、高い基準、ありたい基準を持つことが組織として強くある条件だと思います。ですから、承認すること
と、高い基準を期待することをいかに両立させていくかが課題です。
そのためにも経営者は、方向性について「絵を描く」ことが大切だし、その絵を指し示して、社員に信じてもらうこ
とが欠かせませんね！ 「春」 新たな一歩を踏み出す季節です！

【弊社代表の鎌倉が下記セミナー講師をいたします】
ご参加希望の方は、エール担当までお声をおかけ下さい。
日 時 平成２４年３月８日（木）

残業削減対策セミナー

１８：３０～２０：３０
会 場 かながわ労働プラザ ８階 研修室 B

（横浜市中区寿町 1-4 JＲ石川町駅中華街口北口徒歩３分）
残業対策と労働時間の適正管理
費 用 無料 先着５０名
＆
主 催 神奈川県 かながわ労働センター
労使トラブル予防のための
対 象 県内中小企業の経営者、管理監督者、人事労務担当者等
労務管理のポイント
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協会けんぽの保険料率が上がります！
全国健康保険協会（協会けんぽ）は、平成 24 年度の保険料率の引き上げを決定しました。一般保険料
率（都道府県単位）の引き上げは３年連続。今回の改定においては、上昇幅、改定後の率とも過去最
高。半数を超える都道府県で１０％台となります。適用は、平成 24 年３月分（４月納付分）からにな
ります。
【健康保険料率】
平成２４年２月分まで

平成２４年３月分以降

都道府県

全額

被保険者負担分

全額

被保険者負担分

神奈川県

９．４９％

４．７４５％

９．９８％

４．９９％

東京都

９．４８％

４．７４％

９．９７％

４．９８５％

埼玉県

９．４５％

４．７２５％

９．９４％

４．９７％

茨城県

９．４４％

４．７２％

９．９３％

４．９６５％

千葉県

９．４４％

４．７２％

９．９３％

４．９６５％

栃木県

９．４７％

４．７３５％

９．９５％

４．９７５％

群馬県

９．４７％

４．７３５％

９．９５％

４．９７５％

【介護保険料率】 ※40歳から64歳までの方
平成２４年２月分まで

平成２４年３月分以降

全額

被保険者負担分

全額

被保険者負担分

１．５１％

０．７５５％

１．５５％

０．７７５％

全国一律

【被保険者の月額保険料増加額の目安 （神奈川県の場合）
】
月収

健康保険料

介護保険料

２０万円

+４９０円

+４０円

３０万円

+７３５円

+６０円

４０万円

+１，００４円

+８２円

手続きをご依頼頂いている顧問先企業様には、改正後の健康保険料及び介護保険料に
基づく個人別の社会保険料一覧表を、３月中に別途ご案内させて頂きます。

給与計算の
ポイント！

社会保険料を当月控除している会社は３月支給分の給与計算時から、翌月
控除の会社は４月支給分の給与計算時から、保険料率を変更して下さい。
2

0

「職場におけるパワハラ行為」の定義の明確化
◆初めて「パワハラ」の定義を明確化
厚生労働省のワーキンググループは、職場におけるパワー・ハラスメント（パワハラ）に該当する可能
性のある行為を６つに類型化した報告書をまとめました。
この報告書では、パワハラの定義が初めて明確化されるとともに、企業が取り組むべき対策についても
紹介しています。
◆パワハラとはどのような行為か？
パワハラは、一般的に「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に業務の適切な範囲を超え
て、精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為」とされています。
上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指して使われる場合が多いのですが、人間関係や専門知
識などで優位な立場にある同僚や部下から受ける嫌がらせなども含まれるとされています。
◆パワハラに該当しうる行為（６分類）
今回の報告書では、職場のパワハラに該当しうる行為について、次の６つに分類しています。
（１）暴行・傷害などの「身体的な攻撃」
（２）侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」
（３）無視などの「人間関係からの切り離し」
（４）遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの「過大な要求」
（５）能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることなどの「過小な要求」
（６）私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
一方で、職場におけるパワハラは「業務上の指導との線引きが難しい」との意見もあり、報告書では
（４）〜（６）については「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしてもパワハラに
は該当しないとしています。
「業務の適正な範囲内」かどうかは、企業の業種・文化の影響を受けます。
行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられる
ため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましいとされていま
す。
◆予防と解決のために積極的な取組みを
パワハラ被害を受けた従業員が、人格を傷つけられたこと等により心の健康を悪化させ、休職・退職
に至るケースや、周囲の人たちの意欲が低下し、職場全体の生産性に悪影響を及ぼすケースもあり、
パワハラが企業にもたらす損失は非常に大きいです。
今後、パワハラ問題への取組みを企業が積極的に進めることが求められます。まずは「職場のパワー
ハラスメントを無くす」という組織トップによるメッセージを打ち出すことが重要です。
具体的に取り組むべき事項としては、就業規則の規定化、予防・解決のためのガイドラインの作成、
教育研修の実施、企業内外における相談窓口の設置等がパワハラ予防・解決に効果的です。
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心理的負荷による精神障害の労災認定の基準が変更されました！
最近、精神障害の労災請求件数が大幅に増加し、認定の審査には平均約８.６か月がかかっています。
そのため厚生労働省は、審査の迅速化や効率化を図るため、新たに「心理的負荷による精神障害の認
定基準」を定め、平成 23 年末に都道府県労働局長に通知しました。
基準がどのように変更されたのか、概要を紹介します。

改正前
評価
方法

２段階による評価
出来事の評価＋出来事後の評価
→総合評価

改正後
１段階による評価
出来事＋出来事後の総合評価

特別な
出来事

・極度の長時間労働
・
「極度の長時間労働」を月 160 時間程度の時間外労
・生死に関わる事故への遭遇等心
働と明示
理的負荷が極度のもの
・
「心理的負荷が極度のもの」に強姦やわいせつ行為
等を例示

具体例

心理的負荷評価表には記載なし

「強」
「中」
「弱」の心理的負荷の具体例を記載

労働
時間

具体的な時間外労働時間数につ 強い心理的負荷となる時間外労働時間数等を記載
いては、恒常的長時間労働を除き ・発病直前の連続した２か月間に、１月当たり約 120
定めていない
時間以上
・発病直前の連続した３か月間に、１月当たり約 100
時間以上
・
「中」の出来事後に、月 100 時間程度 等

評価
期間

例外なく発病前おおむね６か月 基本的には発病前おおむね６か月以内の出来事で評
以内の出来事のみ評価
価
ただし、
セクシュアルハラスメントやいじめが長期間
継続する場合には６か月を超えて評価

複数の
出来事

発病者
の悪化

一部を除き具体的な評価方法を 具体的な評価方法を記載
・強＋中又は弱 → 強
定めていない
・中＋中…
→ 強又は中
・中＋弱
→ 中＊
・弱＋弱
→ 弱＊
＊近接の程度、出来事の数、その内容で総合判断
既に発病していた場合には、悪化 発病後でも、特に強い心理的負荷で悪化した場合に
しても労災対象としない
は、労災対象とする

●ポイント●
① 分かりやすい心理的負荷評価表（ストレスの強度の評価表）が定められました
② いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開
始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することとされました
③ 全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定は、判断が難しい事案のみに
限定されました

4

～「うつ病」をめぐる最近の裁判例～
◆建設会社社員の躁うつ病発症（11 月 9 日広島地裁判決）
建設会社勤務の男性は、1995 年 10 月に、勤務する会社が他の建設会社と共同で受注した発電所の
桟橋工事の工事事務所長に就任しましたが、仕事のストレスから、1997 年に２度にわたり自殺（未
遂）を図りました。その後、躁うつ病と診断されました。この男性は、労働基準監督署が休業補償
給付を支給しなかったのは不当であるとして、不支給処分の取消しを広島地裁に求めていました。
判決で裁判長は「それまでに精神科への受診歴もないことを考えると、病気と業務との因果関係を
肯定できる」とし、男性の主張を認め、国に処分の取消しを命じました。
◆通信会社社員のうつ病による自殺（12 月 14 日名古屋地裁判決）
音響機器メーカーから出向して通信会社の業務に従事していた男性社員は、1994 年 11 月頃にうつ
病を発症しました。そして、2001 年４月に関連会社に移籍して物流部門に異動した直後（2002 年
12 月）に自殺しました。この男性の妻は、夫が自殺したのは過労が原因で労災であるとして、遺族
補償年金の不支給処分取消しを名古屋地裁に求めていました。
判決で裁判長は、専門知識のない携帯電話の基地局開局業務で月 100 時間以上の時間外労働をした
として「質的にも量的にも大きな負担で、うつ病を発症させる危険性を十分有していた」とし、業
務上のストレスが続き、約８年間うつ病は一度も治癒することなく、症状の悪化を繰り返し次第に
慢性化したと判断して、男性の妻の主張を全面的に認め、国の処分を取り消しました。

手続きをご依頼頂いている事業主様へ

●入退社・扶養削除のご連絡のお願い
春は人の動きが多くなる季節です。

退職する従業員または、新しく入社する従業員がいらっしゃる場合はお早めに弊社までご連絡下さ
い。
（健康保険証は弊社が手続きをしてから発行まで２週間ほどかかります。
）
また、健康保険の被扶養者が就職された場合なども「被扶養者異動届」の提出が必要です。保険証
を回収し、弊社までご連絡下さい。
●昇給・降給等の賃金の変更のご連絡のお願い
給与の昇給・降給・給与カット・賃金体系の変更（時給→月給 など）
・諸手当（通勤手当を含む）
の変更・役員報酬の変更・休業手当の支払などがある場合は、お手数ですが、必ずご連絡下さいま
すようお願い致します。大幅な変更がある場合は、標準報酬月額の見直し（月額変更届）が必要で
す。ご連絡をいただかないと変更手続きが遅れ、変更時にさかのぼって標準報酬月額を訂正し、事
業主様・従業員様双方に差額の保険料を負担していただくことになることがございますので、ご連
絡漏れのないようお願い致します。
●賃金台帳送付のご依頼
労働保険の年度更新準備のため、３月支給分が確定しましたら、賃金台帳をＦＡＸ・メールまたはご郵送頂
けますようご協力をお願い申し上げます。
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企業 PR コーナー

貴社の製品、サービスなど企業ＰＲを掲載します。ご希望がございましたら田中までご連絡下さい。

水道水改質装置『ザ・バイオウォーター』
おいしい！洗浄力 UP！におわない！
今月は、金属加工を始めて 49 年、
『神の手』を持つ職人集団、柳沢精機様をご紹介します。職人がそ
の手で物をつくることに価値を見出し、職人による高度な技術を守り続けていらっしゃる会社です。
２年前から「水道水改質装置」の部品製造を始め、代理店として販売も行っています。
商品名は、
「ザ・バイオウォーター（水道管元付け式）
」
（社長より）

「エランビタール（携帯型）
」

です。

この製品により改質された水はおいしいだけでなく健康維持、癌予防にもおおいに役立ちます。
バイオウォーターを導入した製麺業者様は、酸化防止剤が大幅に節減され、ボイラーの寿命が延びてメンテナンス費
が削減できたなど、コストダウンにより半年で元を取ったとか。また、ご家庭では、ご飯がおいしい。お風呂が良くな
り、肌のつやを取り戻し、カサカサがなくなるとか、かゆみが治まった、ニキビが出なくなったなど大変喜ばれており
ます。 大分の老舗の蔵元である小野富酒造さんはエランビタールを含め 20 種類の水改質装置をテストしたとこ
ろ、エランビタールが一番おいしいとの評価を頂きました。

温冷水ウォーターサーバー、４L ペットボトルセットは、水道水を足すだけでおいしい水、お茶、珈琲を
手軽に飲むことができます。事務所に一台いかがですか？
お問い合わせ先：
有限会社柳沢精機 環境事業部
ザ・バイオウォーター販売代理店 いわしみず工房
TEL : 045‑910‑1180 mail : master@yanagisawa‑sk.co.jp

今月のコラム
は、鈴 木 が
担当します。
昨年 3 月 11 日の東日本大震災から 1 年が経過しようとしています。
計画停電やガソリンの供給不足など、それまで予測できなかったことが次々に起こり、非常時対策など改
めて大変な 1 年であったと感じました。
これは、個人だけでなく、企業も非常時対策などの対応が求められ、担当された方は非常にご苦労された
と思います。ＢＣＰ（危機管理・事業継続計画）についてもご相談が増えました。
エールでも事業継続について改めて情報管理の方法を見直し、お預かりしている緊急時のバックアップ先
として、これまで利用してきた外部のデータセンターをよりセキュリティの高いデータセンターに変更致し
ました。データセンターは日本全国の保存場所が離れた 3 ヶ所に同時保存されるため、予想される東海地震
等により、事務所が使用不能となってしまった場合でも、別の拠点から復元して業務を行うことができます。
どうぞご安心下さい！

6

